
総務担当　TEL 620-7338問合せ

★次号の発行予定日は、7月1日です。

「あなたもわたしも主役 ｜つながりあい、支えあうまち はちおうじ｜」 市民力支援課（ボランティアセンター） TEL 648-5776社協会員募集中

・いただいたご寄付は、地域の方々や、市内の高齢者施設等で活用させていただいて
　おります。
・品物によっては活用が難しい場合もございますので、ご質問がございましたら、
　お気軽にお問合せください。
・オムツやパットは未開封、未使用のものを受け付けておりますのでよろしくお願いいたします。

物品のご寄付をくださるみなさまへ ありがとう
ございました

第１８回
春の八王子古本まつり

情報コーナー

日　時
場　所
内　容

問合せ 市民力支援課（ボランティアセンター）
TEL 648-5776　FAX 648-6332

問合せ

古書店22店舗、福祉作業所などの作品販売、地
元ブースの物産販売、手作りテント村、えほん交
換会、読みきかせ会などを実施（荒天中止）

　多摩パブリック法律事務所は「市民の法的かけ込み寺」とし
て、東京弁護士会による支援のもと設立された都市型公設事務
所です。
　この度、創立10周年を記念して、弁護士による無料法律相談
会を行います。お金のトラブル、不動産関係、相続、離婚、成年後
見、事業者向け法務、労働問題、刑事事件、債務整理など幅広い
種類の案件を取り扱っていますので、お気軽にご相談ください。

予約について　※定員になり次第締切
　受付開始　5月28日より
　受付時間　午前9時30分～午後7時（土日祝除く）

5月2日㈬～ 5月6日㈰
午前10時 ～ 午後7時
八王子駅北口西放射線ユーロード

期　間
時　間
場　所

6月15日㈮　午後  5時～午後9時
6月16日㈯　午前10時～午後4時
多摩パブリック法律事務所（立川市）
84名

日　時

場　所
定　員

社協だより第171号（平成30年1月4日発行）にて、
誤りがありましたので、下記の通り訂正いたします。
皆さまに深くお詫び申しあげます。

お 詫 び

掲載面

6面 だけじゃない！
福祉のしごと

寄付者ご芳名

水野隆生氏

特別養護
老人ホーム
偕楽園

㈱住宅公営

水野敬生氏

特別養護
老人ホーム
偕楽園ホーム

㈱住宅工営8面

記事名 誤り 訂正後

平成30年度 社協非常勤嘱託職員募集

4月9日（月）～4月20日（金）

（1）普通自動車運転免許取得者（ＡＴ限定も可）で、運転ができる方
（2）パソコンでワードやエクセル等が使用できる方
    （インターネット及びコンピューターの基礎知識を有している方）
（3）仕事に熱意があり、協調性に富んでいる方
※勤務開始日については応相談

　福祉に関する相談業務を行う福祉職を募集しています！
社協で、八王子の地域福祉に関するお仕事をしてみませんか？
　詳細はホームページや窓口で4月9日㈪から配布する募集要項をご覧
いただくか、お電話でお気軽にお問合せください。

ホームページアドレス

主な条件

応募期間

問合せ 総務担当　TEL 620-7338
http://www.8-shakyo.or.jp/

みなさまのご応募を
お待ちしています！

み 会な 実施

（8） 第172号 2018年（平成30年）3月31日

あそびに
きてね！

5月20日㈰　午前10時～午後3時
富士森公園桜並木通り
八王子市内の福祉施設や団体が参加
し、手作り作品・食品な
どの販売、バザー、ス
テージ上での活動発表
やアトラクション等を行
います。

第34回
福祉まつり

「不安を安心に」
多摩パブリック法律事務所　無料法律相談会

八王子古本まつり実行委員会
TEL 627-1179 問合せ 多摩パブリック法律事務所 TEL 042-548-2450

18歳以上の方（高校生不可、定年あり）
児童健全育成を目的とした学童保育
（障がい児、高学年保育あり）
市内41施設のうちいずれか
週2日以上勤務できる方
（土曜勤務相談）
時給1,078円教員・保育士・
学童保育支援員資格者
（無資格者は998円）
電話連絡の上面接日時を予約

学童保育課
TEL 620-7284
FAX 625-3580

問合せ

）【対　象】
【内　容】

【場　所】
【勤　務】

【給　与】

【申込み】

学童保育所の 臨時指導員募集 （登録制）ボランティアの皆さんが得意の技能・技術を披露

第6回 拓け!センター元気
　八王子センター元気に登録の高齢者技能ボランティアの皆さん
が、得意の歌や踊り、楽器演奏、マジック等を舞台上で繰り広げ、折り
紙、ちぎり絵、手芸、絵てがみ等の作品をロビーで展示披露します。
　特に、高齢者施設、サロン、町会・自治会、各シニアクラブ、学童保
育所、小・中学校関連の皆様に必見のイベントとなっております。一
般の方も入場いただけますのでぜひお越しください。

【日　時】　5月17日㈭　 正午～午後5時
【場　所】　いちょうホール（小ホール）

八王子センター元気（八王子市高齢者活動コーディネートセンター）
拓け！センター元気 実行委員会　☎627-9179問合せ

入場
無料

ご寄付のご報告（H29年 12月 22日～ H30年 3月 22日・敬称略）

●一般寄付

❖1,000万円以上❖
匿名1件

❖100万円以上❖
㈱村内外車センター　　　　　　　　　　　
代表取締役会長 村内道昌
㈱エイト 代表取締役会長 白柳雅文
 代表取締役社長 門倉　裕
門倉　裕

❖50万円以上❖
匿名2件

❖30万円以上❖
梅田友章
高尾幼稚園

❖10万円以上❖
多摩養育園福祉まつり　大会長　足利正哲
平澤優美
櫛田リキ
八王子市商店会連合会
匿名1件

❖５万円以上❖
豊島弘己
みころも幼稚園 サンタの箱募金
安藤物産㈱ 社員一同
㈱ムサシ
ニューロティカ 井上　篤

北野地区住民協議会
大戸一子

❖１万円以上❖
創研 うさぎの会
山川京子
由木東住民協議会 図書部 古本市
八親会　
㈱ベルク　ぐりーんうぉーく店　お客様一同
匿名4件

❖１万円未満❖
グリーンチャペル
八王子高等学校生徒会
長房どんど焼の会
玲歌歌謡教室 幡玲歌
匿名5件

合計　38件　23,357,434円

●ボランティア支援金

❖１万円以上❖
市役所1階案内 募金箱
長房ふれあい館 窓口募金箱

❖１万円未満❖
由井事務所　窓口募金箱
南大沢事務所　窓口募金箱
館事務所　窓口募金箱
元八王子事務所　窓口募金箱
横山事務所　窓口募金箱
加住事務所　窓口募金箱
浅川事務所　窓口募金箱
恩方事務所　窓口募金箱
由木事務所　窓口募金箱
由木東事務所　窓口募金箱
北野事務所　窓口募金箱
川口事務所　窓口募金箱
石川事務所　窓口募金箱
八王子駅南口総合事務所　窓口募金箱
市役所内社協　窓口募金箱
ボランティアセンター　窓口募金箱
地域福祉推進拠点石川 窓口募金箱
地域福祉推進拠点川口 窓口募金箱

合計　20件　59,350円

●物品寄付

熊野汎：シュレッダー1台、将棋セット1式
常盤方子：衣類等20点
カーロガーデン大塚：中古車椅子2台
加藤みつ江：中古車椅子1台、介護用品1点
栗田金良：寝具5点
長島輝枝：衣類等6点・プリンター等1式
野島博子：介護用品多数
糸仙二郎：衣類多数
戸嶋トキヱ：手作り作品多数・毛糸
石坂宣三：中古車椅子2台
浅原キミヨ：衣類他多数
佐藤哲視：介護用品20点
有料老人ホーム幸楽壱番館：中古車椅子6台
髙田真美：はぎれ多数
大澤ミチヨ：寝具2組

　以下、匿名の皆さまから頂きました 

介護用品5点
介護用品3点
介護用品8点
介護用品3点
介護用品2点
介護用品6点
介護用品20点
介護用品5点
除湿機1台
マガジンラック1台
車椅子1台・お風呂用車椅子1台・シャワーチェア1台
シャワーチェア1台
毛糸
布地多数
野菜多数
あみもの作品多数
寝具多数
寝具2点・食器類多数
暖房器具等
暖房器具2点
寝具・コンロ

合計　36件

株式会社 村内外車センター様

株式会社 エイト様


