
総務担当 ☎620-7338

★次号の発行予定日は、10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

ありがとうございました

情報コーナー

（8） 第173号 2018年（平成30年）7月1日

学童保育所
夏休み短期
アルバイト募集

手芸ボランティアグループが
作品販売します！

～キラキラした子ども達の
　　笑顔に出会いましょう～

～地域ささえあい助成対象事業～

・ご自身の子育てがひと段落し、子どもと関わ
る仕事をしてみたいと考えている方
・大学在学中で将来学校の先生や保育士を目
指す方

・学校の非常勤講師や給食員の方で夏休みの
勤務ができる方

＜対象＞18歳以上の方（高校生不可）
＜内容＞保育指導業務（1～6年生の児童）　
＜場所＞市内41箇所のうちいずれか
＜期間＞小学校の夏休み期間のうち4週間以内
＜時給＞998円（有資格者1,078円）
※資格：教員免許、保育士、または放課後児童支
援員

＜申込み＞電話連絡のうえ面接日時を予約
＜問合せ＞学童保育課　☎620-7284

　高齢者や病気、産前産後などでお困りの方の家事援助を行う協力会員の登録
説明会を開催します。「お掃除が好き」、「料理が得意」という方、協力会員になって
一緒に活動してみませんか？週1日からの活動も可能です。
　協力会員には活動時間に応じて謝礼金が支払われます。（年会費500円が必要）
＜対象＞20歳以上の方
＜日時＞7月23日（月）午前10時～正午
＜会場＞地域福祉推進拠点 石川（石川事務所2階）
＜申込み・問合せ＞支えあい推進課 うぃずサービス
 ☎649-5010　FAX 649-8478

地域のささえあい、
たすけあい活動を応援します

不動産を貸す・売る前に
必ず知っておきたいこと・・・

　市内の皆様から寄せられた歳末たすけあい募金を財源に、福祉活動を行う団体
を支援し、地域の課題解決に向けた活動に助成します。
＜対象活動＞30年度に実施する地域の見守りや助け合い活動、生きがいづくり活

動、子どもの健全育成のための活動など
＜対象団体＞市内で活動する5名以上のボランティア団体や非営利活動団体
＜助成金額＞原則申請回数1～5回は上限15万円、初回に限り設立3年以内の団体
は上限20万円　＊申請回数6～8回については、各申請回数により上限金額有り

＜募集要項・申込書の配布＞ボランティアセンター、ボランティアセンター南大沢分
室、市役所8階社協事務局、各地域福祉推進拠点または社会福祉協議会のホー
ムページなどで　

＜申込み＞事前連絡のうえ、必要書類を提出（※7月23日㈪～8月24日㈮まで）
＜問合せ＞市民力支援課　☎648-5776　FAX 648-6332

＜内容＞不動産に関するセミナーと、相談会を行います。
＜日程＞7月7日（土）
＜時間＞午後1時30分～5時
＜会場＞クリエイトホール
＜定員＞25名（相談会は6名）
＜費用＞500円
＜問合せ＞FPはちおうじ（担当：伊藤）　☎090-9399-0246

　ボランティアセンターに登録している、手芸ボランティアグループの作品
を販売します。編み物作品のひざ掛けや座布団、アクリルたわし、キーホル
ダーなどの小物や手芸作品など、素敵な作品が多数ございます。
＜日程＞8月1日（水）～7日（火）
＜時間＞午前10時～午後5時まで
　　　　※木曜日のみ午後1時～午後5時
＜場所＞ボランティアセンター作業室
＜問合せ＞市民力支援課　☎648-5776

見るだけでも大歓迎！
ご来所お待ちしています♬

　夏休みの思い出に、地域のボランティアの方々と一緒に、折り紙で可愛いペン
たてやお人形を作りませんか？
日　時：8月3日･10日・24日（金）正午～午後3時
参加費：大人200円、子ども50円（クッキー＆飲み物付）　　　　　　

　市内で大災害が発生した際には、八王子市と社協が災害ボランティアセンター
の立ち上げ、運営を行います。職員と共に、運営等を担う市民の方々を募集して
います！
対象：市内在住・在勤・在学の方

　市内4か所にある地域福祉推進拠点では、
地域福祉の専門職であるコミュニティーソ
ーシャルワーカー（CSW）が、地域の皆
さんのお困りごとや地域で活動したい方の
ご相談を受け付けています。その他、ボラ
ンティア保険のお手続き等もできますので、
お気軽にお越し下さい。
　　　　支えあい推進課　☎649-8477

申込み：電話またはFAXで下記まで
　　　　8月1日（水）から受付（先着順）
　　　　※全回参加できる方

日時及び内容

地域福祉推進拠点 石川　（石川町481 石川事務所2階） ☎649-3390　FAX 649-2850

事前申込み
不要

事前申込制

　夏休みの思い出づくりに親子で、祖父母で「八王子うどん」を作りませんか？お一人での参
加、お友達同士での参加もＯＫです！
日　時：8月27日（月）午前10時～午後1時
場　所：地域福祉推進拠点石川
講　師：新奥匠さん
材料費：大人500円　子供300円
定　員：16名
持ち物：エプロン、三角巾、ふきん、手拭タオル
申込み：電話またはFAXで下記まで

　認知症は誰にでも起こりうる脳の病気です。
認知症の人や家族を暖かく見守るため、ひとり
ひとりが正しい知識を身につけることで、安心
して暮らせるまちづくりにつながります。認知
症について興味のある方や知識を深めたい方
は、この機会にぜひご参加ください。

日　時：7月30日（月）
　　　　午後2時～3時30分
会　場：大和田市民センター　2階　調理室
定　員：15名（先着順）
講　師：高齢者あんしん相談センター旭町
参加費：無料
申込み：電話またはFAXで下記まで
　　　　地域福祉推進拠点 大和田
　　　（大和田市民センター3階 談話室奥）
　　　　☎649-3228　FAX 649-3229

詳しい内容は
下記までお問
合せください

回数

第1回

第2回

第3回

第4回

8/31㈮ 午後2時～4時 災害ボランティアセンターとは
災害時の応急救護講座
（AED の扱い方、心肺蘇生訓練等）
市総合防災訓練（災害ボランティア
センター備品等使用体験）

災害ボランティアセンター運営訓練

午後2時～4時

午前8時30分
　　～11時30分

午後1時30分～4時

30名

80名

80名

80名

ボランティアセンター

長房ふれあい館

市立松が谷中学校

コニカミノルタサイエンスドーム

9/22㈯

10/28㈰

11/27㈫

日にち 時　間 内　容 会　場 定員

地域福祉
推進拠点

石川

川口

浅川

大和田

石川事務所2階

川口事務所2階

浅川市民センター1階

大和田市民センター3階

649-3390

652-9116

629-9444

649-3228

場　所 電話番号

ご寄付のご報告（H30年 3月 23日～ H30年 6月 21日・敬称略）

●一般寄付
❖100万円以上❖

匿名1件
❖10万円以上❖

黒須建設㈱社員一同
八王子防犯健全協力会
八王子市仏教会
東京八王子中央ライオンズクラブ
八王子古本まつり実行委員会

❖５万円以上❖
あみものグループ
くっつきっこ
はなこの会
つばめ倶楽部
古屋嘉子　

❖１万円以上❖
特定非営利活動法人　にこにこ福祉の会
八王子東京パイロットクラブ　
詩吟春洋流東洋吟詠会　石川春洋

峠の倶楽部　西山康永
長房自治会第5部一同
後藤潤一
めぐみ・ふれあい会
戸大建設工業㈱
髙野延孝
めぐみ野会　
朝日ヶ丘自治会
医療法人社団 永生会 永生病院
西放射線ユーロード
上川三町会ゴルフ部　
元・交通安全協会清川町支部　
匿名5件

❖１万円未満❖
中田雅子
市役所内社協　窓口募金箱
蒲公英クラブ
みんなのサロン長房スタッフ一同
カラオケホール・スワンお客様一同
独楽寿司めじろ台店お客様一同
匿名6件

合計　43件　2,286,707円

●ボランティア支援金
❖１万円未満❖

ボランティアセンター　窓口募金箱
ボランティアセンター　南大沢分室 
　　　　　　　　　　　窓口募金箱

合計　2件　13,812円

●物品寄付
半澤哲道：介護用品6点
中村正子：介護用品2点
大澤ミチヨ：半てん、ちゃんちゃんこ等12点
石田 章：食器多数
明治神宮崇敬会八王子支部婦人部：洗剤セッ
ト20個
関和行：介護用品18点
鈴木啓子：古切手、布ボタン等多数
環境を守る会：車椅子２台
ぞうさんグループ：暖房便座、加湿器フィルタ
ー4点、高齢者疑似体験教材5セット

優ケアステーション㈲：中古車椅子2台
井上真弓：中古車椅子1台
阿部友子：介護用品8点

　以下、匿名の皆さまから頂きました 

中古車椅子1台
中古車椅子1台
中古車椅子1台
中古車椅子1台、毛糸
介護用品多数
介護用品多数
介護用品多数
介護用品13点
介護用品18点
介護用品8点
介護用品5点
介護用品5点
介護用品11点
衣類多数
衣類多数

衣類3点
中古着物、布等多数
肌着1点、足湯1台
布地多数
はぎれ多数
毛糸多数
毛糸他多数
毛糸、布多数
手芸用品多数
野菜多数（じゃがいも、ねぎ、小松菜など）
古札多数、硬貨多数、切手多数
テレホンカード5枚
椅子2脚
寝具多数、子供服多数、布地多数
テレビ1台、ＤＶＤデッキ1台
介護用品3点
郵便はがき35枚

合計　44件

講座終了後には認知症サポーターであることを示す
オレンジリングをお渡ししています。

うぃずサービス
協力会員登録説明会の開催

問合せ

　　　　問合せ

問合せ

問合せ

問合せ・会場
受講費用
無料

市民力支援課　☎620-7338　FAX 648-6332

こんな方が活躍しています。


