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みんなの力を地域の力に! 社協会員募集中!!
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問合せ　総務担当　☎620-7338　FAX623-6421

計画（素案）へのご意見を募集
～第3次八王子市地域福祉推進計画～

　現在策定中の第３次八王子市地域福祉推進計画の素案がまとまりまし
た。皆さんからご意見を募集します。
　平成26年に策定した第２次八王子市地域福祉推進計画（いきいきプラ
ン八王子）の次期計画として、地域福祉活動と社協の発展強化を一体的に
推進していくことをめざしています。
　
【計画（素案）の閲覧場所】
　社協事務局、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、石川拠点、川口拠点、浅川拠点、大和田拠点、由井拠点で閲覧いただ
けるほか社協ホームページでもご覧いただけます。
【意見書の提出方法】
≪郵送の場合≫ 送付先：〒192-8501 東京都八王子市元本郷町三丁目24 
番1号 市役所内８階　八王子市社会福祉協議会 総務担当あて
≪FAXの場合≫ 送付先：042-623-6421 八王子市社会福祉協議会 総務担当
≪メールの場合≫ 送付先：info@8-shakyo.or.jp
≪ご持参の場合≫ 八王子市役所本庁舎８階 八王子市社会福祉協議会窓口
【提出期限】
　意見書を1月23日㈬（必着）までにお寄せください。
　メールアドレス　info@8-shakyo.or.jp

問合せ 支えあい推進課　☎649-8477　FAX649-8478

市内全域をカバー！地域共生社会の実現に向けて

西部圏域

馬場CSW

田中CSW 村上CSW

大和CSW

中島CSW

渡邊CSW

西南部圏域

東南部圏域

北部圏域

中央圏域

東部圏域

「地域福祉推進拠点」は何をするところ？！
　地域には介護、引きこもり、経済的困窮、認知症など様々
な状況で生活している方がいます。そうした課題を抱えて
いる方の生活をサポートするため、地域福祉推進拠点を設
置しています。　
　拠点は、住民の皆さんの生活相談の窓口のほか、地域の
様々な「チカラ」を引き出しながら課題解決に導く役割を
担っています。
　拠点には、地域福祉の専門職である CSW（コミュニティ
ソーシャルワーカー）が配置され、この職員を中心に住民
の皆さん、関係機関と連携し、暮らしやすい地域づくりを
行います。圏　域 場　所 電　話地域福祉推進拠点

北　部 石川
西　部 川口
西南部 浅川
中　央 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

由井 由井市民センター1階 ☎683-2111
由木 由木中央市民センター1階 ☎670-9885

東南部
東　部

※開所時間　月曜～土曜日　午前9時～午後5時
　休　　日
　① 石川・川口/日曜日・祝日・年末年始
　② 上記以外　/市民センター休館日・日曜日・祝日・年末年始

☆八王子ビジョン 2022の 6地域ごとに地域福祉推進拠点が整備されます。
　２月１日に開設する拠点は、南大沢・堀之内・松が谷・鹿島周辺を担当します。地域の身近な相談窓口として、
ぜひご利用ください。
　今後は、各圏域内のエリアを細分化し、より小さいエリアを担当する拠点の整備を進めていきます。

新年ごあいさつ

社会福祉法人 八王子市社会福祉協議会 会長　尾川 朋治

　あけましておめでとうございます。
社協会員をはじめ市民の皆さま、並び
に関係機関・団体の皆さまにおかれま
しては新春を健やかにお迎えになら
れたこととお慶び申しあげます
　昨年も、大変多くの皆さまのご支援
を賜り、誠にありがとうございました。
　本年も変わらぬご支援をお願い申
しあげます。

～「地域福祉推進拠点」が由木中央市民センターにオープン ～2/1㈮
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問合せ　総務担当　☎620-7338

第一次選考日

八王子・高尾・南大沢遊技場組合寄付贈呈式及び助成事業活動報告
　　　～八王子・高尾・南大沢遊技場組合助成事業～

私たちの住むまちを、もっともっとよいまちへ！私たちの住むまちを、もっともっとよいまちへ！

正規職員募集正規職員募集 非常勤嘱託職員募集非常勤嘱託職員募集

　市内の遊技場店舗で組織される八王子・高尾・南
大沢の３つの「遊技場組合」様より、本年度も７年
連続で、100万円のご寄付をいただきました。
 なお、この寄付金のうち50万円を「地域社会福祉基
金」に積み立て、市内の地域福祉推進事業に活用さ
せていただきます。
　残りの50万円は来年度の「八王子・高尾・南大沢
遊技場組合助成事業」の原資として活用します。
　平成30年度から３年間『ＮＰＯ法人かたつむり』、
『ひきこもり家族会「ぶなの会」』に対して助成を
します。

社協では、一緒に地域福祉を盛り上げていく仲間を募集しています。以下の職種を募集しておりますので、詳細をごらんください。

【募集期間】１月４日（金）～１月31 日（木）必着
※１月４日（金）よりホームページに募集要項を掲載しますの
で、詳しくは窓口で配布する募集要項、社協のホームページ
をご覧いただくか下記連絡先までお問い合わせください。　

場　所：学園都市センター　第二学習室
日　時：１月15 日(火) ・1 月24日(木) 各日程 午後６時30分～８時
申込み：電話またはメール
問合せ：総務担当　☎620-7338
　　　　メールアドレス info@8-shakyo.or.jp

　昨年、12月12日には石森名誉会長（八
王子市長）立会いのもと、贈呈式と今年度
助成を受けた『ＮＰＯ法人かたつむり』池
添副理事長、『ひきこもり家族会「ぶなの
会」』櫻井代表から活動報告がありまし
た。『ＮＰＯ法人 かたつむり』では、発達
に困難さを抱える子の保護者にピアサポ
ートする場の提供を行っています。『ひき
こもり家族会「ぶなの会」』ではひきこも
りの子どもを持つ家族及びひきこもり当事
者の支援を行っています。

【募集職種】正規職員
【職務内容】市内の地域福祉推進業務全般
【募集人数】若干名
【応募資格】平成31年４月１日から勤務可能な方
　・平成元年４月２日以降に生まれ、社会福祉活動
　　に熱意を有する方（社会福祉士、精神保健福祉士、
　　介護福祉士の資格取得に向けて意欲のある方）。
　※学歴要件なし
　・ワードエクセルなどパソコンの操作が可能な方
　・普通自動車運転免許(AT 限定可)のある方

【募集職種】非常勤嘱託職員(福祉職)
【職務内容】市内の地域福祉推進業務全般
【募集人数】若干名
【雇用期間】平成31年４月１日から
　　　　　　平成32年(2020年)３月31日まで
　※勤務成績等により満65歳に達する日の属する年度まで更新する
　　場合があります。
【応募資格】平成31年４月１日から勤務可能な方
　・ワードエクセルなどパソコンの操作が可能な方
　・普通自動車運転免許(AT 限定可)のある方
　・社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士、介護支援専門員のい
　　ずれかの資格をお持ちで登録済み（含む手続き中）、又は介護職
　　員初任者研修修了者

「寄付金贈呈の様子」
左から山﨑社協常務理事、尾川社協会長、後藤ぶなの会副代表、
櫻井ぶなの会代表、池添かたつむり副理事長、石森名誉会長、
宮本八王子遊技場組合長、菅高尾遊技場組合副組合長
黒田南大沢遊技場組合副組合長、新井市内遊技場組合事務局

市内の遊技

ぜひご参加ください♪
皆さまのお越しを
お待ちしています。

社協のお仕事に興味がある方、就職をお考えの方向けに、説明会を開催します！ます！

職員の運営状況（平成30年11月30日現在） 

雇用形態別職員数 事務局職員

指定管理事業従事職員 
職制別職員数

給与支給の状況（平成29年度決算）

日時：２月９日（土）午前９時30分～正午　※非常勤嘱託職員は午前10時30分までとなります。
場所：長房ふれあい館（長房町588番地都営長房アパート西１号棟１階）
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　ボランティアセンターでは、市民ボランティアによって、ボランティアのコーディネートや相談を
行っています。市民の方がボランティアセンターの運営に参加することで「市民の市民による福祉の
まちづくり」を推進しています。この度、新規ボランティア相談員を募集します！まずは説明会の参
加をお電話にてお申込みください。

【活動内容】ボランティアコーディネート・ボランティア相談・ボランティアセンター行事の手伝い 
など　週1～2回程度

【応募条件】八王子市在住でボランティアセンターの事業に理解と協力する姿勢があり、ボランティア経験豊富な方

【活 動 費】活動日1回につき3,000円　

【募集人数】若干名

【活動場所】ボランティアセンター（4月から現在地より移転予定）

【説 明 会】1月30日（水）　午前10時30分～11時30分

【場　　所】ボランティアセンター　大会議室
　※説明会に参加することが難しい方は別途ご相談ください。日程によっては個別対応させていただきます。

【個別面談】2月13日（水）　※説明会実施後、個別に時間は通知します。

日　時：3月7日（木）　時　間：午後１時00分～4時00分
場　所：八王子市生涯学習センター（クリエイトホール）5階ホール

ボランティア相談員募集

問合せ　市民力支援課（ボランティアセンター） 
　☎648-5776

問合せ　市民力支援課（ボランティアセンター） ☎648-5776

八王子市ボランティアセンターに登録している個人ボランティア・登録ボランティア
グループの方々が出場し、ステージ発表などを行います！　ぜひ、ご覧ください！

入場料：無料

　はちおうじ福祉歌踊まつりの出場者を募集します。参加費から経
費を差し引いた金額を歳末たすけあい募金に繰り入れ、市内の地域
福祉推進に役立てます。
日　時　2019年７月６日（土）
　　　　開場 午前９時30分　開演 午前10時
場　所　いちょうホール（小ホール）
募　集　カラオケ150曲　舞・踊20曲　（先着順）
費　用　カラオケ　２コーラス　5,000円
　　　　舞・踊　　フル　8,000円
申込書の配付　ボランティアセンター、市役所8階社会福祉協議会

窓口、社会福祉協議会ホームページ　他
申込受付期間　２月15日（金）～４月15日（月）
申込先　ボランティアセンター（直接持参または郵送）　

はちおうじ福祉歌踊まつり
出場者募集

ボランティア活動発表会

問合せ　市民力支援課（ボランティアセンター）
　☎648-5776　FAX648-6332
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八王子（横川町、片倉町）小金井・国立
川崎市麻生区・相模原市中央区

TEL 042-540-8166

食事付き賃貸マンション

月額

NPO法人
オアシスらんどオ

大浴場完備、管理人常駐の安心感、家賃・管理費・食費・水光熱費込みで

TEL

額

NPO法人
オアシスらんど
N
オ

106,000円 から
豊富な経験と知識で、安心・丁寧な査定。   
出張・鑑定料無料。お気軽にご相談下さい。   
相続の鑑定書作成も承ります。

茶道具・掛け軸・絵画・版画・浮世絵・古書・武具
古陶磁器・古地図・仏教美術・中国美術・東洋美術
文具・現代作家工芸品・明治金工 その他 高価査定。 

国立市西2-31-18　☎042-576-5753   

成年後見・あんしんサポートセンター八王子　☎620-7365　FAX623-6421問合せ

　歳末たすけあい運動の一環として、７月に「第５回はちお
うじ福祉歌踊まつり」、11月に第47回歳末たすけあいバ
ザーを開催しました。準備、運営等において実行委員、民生
委員児童委員、会場提供において八王子織物組合をはじめ
多くの皆さまのご協力をいただきありがとうございまし
た。純益金は全額歳末たすけあい募金に繰り入れ、市内の
地域福祉活動推進に活用させていただきます。

はちおうじ福祉歌踊まつり　純益金４７１，６５６円

　７月７日（土）、いちょうホールで開催し、163組に出場い
ただきました、歌や踊りを披露いただきました。

歳末たすけあいバザー　純益金1,177,068円

　11月３日（祝）、八王子織物組合で開催し、皆さまからご
提供いただいた品物を販売しました。

相談会：「高齢者・障害者のための成年後見相談会」
　公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート東京支部所属
の司法書士による相談会を開催します。身近な方の金銭管理等の支
援にお悩みの方、制度の利用を検討されている方、実際に制度を利
用していて悩んでいる方、お気軽にご参加ください。
【日　時】1 月 12日（土）　午前 10時 00分～（1人 40分程度）
【場　所】クリエイトホール　10階 第 2学習室 ・ 11 階 第 6学習室
【申込み】先着 10名（電話・FAXにて要予約）

「私らしいこれからを考える ～今のうちに知っておきたいこと～」
　成年後見制度をはじめとし、私らしいこれからを迎えるために知っ
ておきたいことをテーマに学習会を開催します。
【日　時】2 月 14日（木）午後 2時～ 4時
【場　所】浅川市民センター　会議室
【講　師】司法書士　村野　涼太氏
【申込み】先着 30名（電話・FAXにて要予約）

講演会：「寸劇でわかる成年後見制度　～成子と後見物語～」
　東京司法書士会三多摩支会 後見対策委員会所属の司法書士による
成年後見制度の解説を含めた寸劇をしていただきます。難しい制度の
内容を身近な日常の出来事においてわかりやすく解説していただきま
すので、ぜひご参加ください。
【日　時】1 月 12日（土）　午後 1時 30分～ 3時
【場　所】クリエイトホール　11階　視聴覚室
【申込み】先着 50名（電話・FAXにて要予約）

成年後見制度相談会＆講演会

成年後見制度学習会

　親族の方の成年後見人・保佐人・補助人として活動されている方々
を対象とした情報交換会を開催します。日頃、抱えている悩みや疑問
について専門家（弁護士）に相談できます。ぜひご参加ください。
【日　時】3 月 26日（火）午前 10時～正午　
【場　所】クリエイトホール　第 3学習室（予定）
【対　象】成年後見人、保佐人、補助人になっている親族の方
【内　容】情報交換、弁護士からのアドバイス

親族後見人交流会

「成年後見から相続・遺言まで」
　成年後見制度や相続、遺言をわかりやすく解説していただきます。
老後や死後のことがご心配な方、ぜひご参加ください。
【日　時】2 月 26日（火）午後 2時～ 4時　
【場　所】クリエイトホール 11階　視聴覚室
【講　師】弁護士　上條　弘次氏
【申込み】先着 60名（電話・FAXにて要予約）

成年後見制度講演会

　毎月第２・第３火曜日　午後 2 時～ 4 時に、成年後見制度の利用
や権利擁護について、弁護士や司法書士による相談を行っています。
どなたでもご相談いただけますので、お気軽にご連絡ください。ご
予約は右記連絡先まで。
　なお、センター職員による
相談は随時受け付けております。

専門家による成年後見・権利擁護相談

平成31年 弁護士 司法書士

1月 8日㈫ 15日㈫

2月 12日㈫ 19日㈫

3月 12日㈫ 19日㈫

無料

無料

無料 無料

歳末たすけあい運動イベント報告

成年後見・あんしんサポートセンター八王子からのお知らせ

問合せ

　市内障がい者施設・団体の利用者、職員、ボランティアの方々による手作り作品の展示即
売会を開催します。クッキー、パン、木工品、紙製品、手工芸などの展示、販売のほか実演・
体験コーナーもあります。皆さまのご来場をお待ちしております。

【開催日時】2月22日（金）、2月23日（土）、2月24日（日） 
　　　　　午前10時00分～午後6時00分
【開催場所】イーアス高尾
 1階こもれび広場（東浅川町550-1）

市内障がい者施設・団体の利用者、職員、ボランティアの方々による手作り作品の展示即
売会を開催します。クッキー、パン、木工品、紙製品、手工芸などの展示、販売のほか実演・

ご

第41回手作り作品展示即売会

市民力支援課（ボランティアセンター）　☎648-57766
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＼ 1 月 7日（月）スタート ／

「みんなの居場所 ゆい」 とは？
● 年齢に関係なく、だれでも参加でき、気軽に集まることのできる場所です。
● 部屋を開放しておりますので、お茶を飲みながらゆっくりお過ごしください。
● 体操や講演、ものづくりなど、今後は色々な活動を展開していく予定です。

場　所：由井市民センター
　　　　（２階 調理室）
日　時：毎月第１・第３月曜日
　　　　午前10時～正午
参加費：１人200円
　　　　（飲み物おかわり自由）

「みんなの居場所 ゆい」のながれ
＊最初の20 分～30分は体操します。椅子に座ってできる、簡単な体操です。
　→１月の体操曲は八王子のお祭りでよく耳にする「太陽おどり」です！
＊そのあとの時間は、カフェとしてお部屋を開放します。ゆっくりお茶を
　飲んでいってください。
＊体操だけの参加、カフェだけの参加も
　もちろんＯＫです！

みんなの居場所 ゆい はじまります！

ひきこもりに悩む本人や家族の皆さん、ひとりで悩まずご相談ください！
～ひきこもり家族会へお気軽にご参加ください～

問合せ 地域福祉推進拠点 由井　☎683-2111　FAX683-2112

問合せ 地域福祉推進点 石川　☎649-3390　FAX649-2850

この記事内の情報に関するお問い合わせ
地域福祉推進拠点 大和田　☎649-3228　FAX649-3229問合せ

　地域福祉推進拠点石川は、平成26年12月に開所し、平成30年12月で開設後、4年が経過
いたしました。これまでに地域の身近な相談窓口として、地域で生活していく上での困りご
との相談受付、福祉講座の開催などを実施してきました。
　また、地域のボランティアの皆様が運営するコミュニティカフェ「かたらいカフェ石川」
や、地域食堂「石川子ども食堂」の開催等、地域住民の方々の居場所となるような場として
も活用して頂き、4年間で延べ約18,500名の方にお越しいただきました。
　12月には、開設４周年を記念いたしまして、「かたらいカフェ石川」が開催された12月
4日(火)・６日(木)・7日(金)に、通常200円の飲食代が無料となる無料感謝DAYを開催し、
3日間で大人56名、子ども15名、計71名の方にお越しいただきました。
　今後も地域の身近な相談窓口として、また地域の皆様の居場所や活躍の場として地域福祉
推進拠点をご活用いただきたいと思います。

　ひきこもり家族会「ぶなの会」は、平成29年2月に活動を開始し、
設立からもうすぐ2年になります。「ぶなの会」では、ひきこもりの子
を持つ家族同士が集い、共に学び、支え合うことで、本人・家族が地
域で自分らしく生活していくことを目指して活動しています。現在は
家族懇談会を開催しているほか、当事者理解のための学習会や、発達
障害に関する講演会なども開催しています。ひきこもり課題に向き合
う「ぶなの会」の活動を支援すべく、社協CSWが懇談会に参加して情
報提供を行ったり、他自治体への活動見学に同行するなどの取り組み
を行っています。
　「ぶなの会」では、月1回懇談会を開催しています。懇談会で話したこ
とは話したきりで、持ち帰らないきまりです。懇談会はいつも和やかな
雰囲気で、輪になって気兼ねなく交流しています。ひきこもりのことでお
悩みの方は、ひとりで悩まず、お気軽に「ぶなの会」にご参加ください。

「ぶなの会」家族懇談会
日　時：原則第3日曜日　午後1：30～4：30
会　場：八王子市市民活動支援センター　会議室
　　　　（旭町12番1号 ファルマ802ビル5階）
参加費：500円（飲み物とお菓子付き）
定　員：20名程度（予約不要・先着順）
問合せ：☎090-8014-7426（櫻井）☎090-6140-1936（後藤）

＜ひきこもりについて＞
　厚生労働省では、ひきこもりとは「仕事や学校に行かず、か
つ家族以外の人との交流をほとんどせずに、６か月以上続けて
自宅にひきこもっている状態」と定義しています。単一の疾患
や障がいの概念ではなく、様々な要因が背景になっています。
八王子市においても相当数の世帯が該当することが推計されま
すが、潜在化しやすく制度の狭間の課題であるといえます。

＜八王子市の専門的な相談機関＞　
　八王子市では以下の窓口が相談を受け付けています。
・八王子市保健所　保健対策課　☎645-5196
・子ども家庭部　子ども家庭支援センター　☎656-8225
・福祉部　生活自立支援課　☎620-7462

地域の身近な相談窓口　地域福祉推進拠点石川は開設４周年を迎えました。

お申込みは必要ありません♪
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問合せ 支えあい推進課　☎649-8477　FAX649-8478

　昨年より福祉のしごとの魅力を発信している「だけじゃない！福祉のしごと」。
今回は、何かと話題の“保育”のおしごとについて、長沼町にある「打越保育園」
の園長である光宗政治さん、そして片倉町にある分園で保育士としてご活躍の滝奈
美さんにお話をうかがいました。
　大変なイメージもある保育士のしごとですが、働きやすい環境づくりと長く働け
るための工夫や、子どもたちとの関わりの中での喜び、やりがいに溢れる現場がそ
こにはありました。

　「大変なこともあった。」保育園で働いて23年目だという滝（たき）先生。
近所に住む幼稚園の先生に憧れ、保育の専門学校を経て就職。本園では０歳～
年長まで全てのクラス担任を経験し、現在は分園の２歳児の担任、そしてチー
フとして活躍しています。
　「向き合っているのは生身の子ども。気を張る仕事です。」子どもにとって
重要な就学前に関わる責任は大きい。しかし、「昨日できなかったことができ
るようになったり、子どもが信頼してくれる、それがやりがいになっていま
す。」と、経験の中で先生が見出したやりがいと喜びを話してくれました。
　また、自身も子育てをする身でありながらも長く続けてこられた点について
は、「休んでいた時には他の先生たちがカバーしてくれていた。」そうで、
「今度は私も子育て世代の先生をサポートしていきたい」との思いがあるそ
う。「保育についても意見を出し合い、話し合うようにしています。」と、
“助け合い”や“コミュニケーション”が大切にされている、職場の温かさを
感じとることができました。

　これから保育士を目指すあなたに！保育の仕事内容から、
なかなか聞けないお給料の話まで聞けるチャンスです♪実際
に園長先生や保育士さんにご相談いただけるそうです。すで
に資格をお持ちの方への再就職相談会も同時開催されます！
お子様づれで参加できます。（※託児サービスあり）

　八王子市内には、子どもや障がい者、高齢者に関わるお仕事現場が数多くあります。どこにどのような施設があるの？興味は
あるけどどうしたらよいかわからない。そのようにお考えの方は、東京都福祉人材センター多摩支所（☎042-595-8422）また
は下記お問合せ先まで、お気軽にご相談ください。

日　時：平成31年２月３日（日）
　　　　午後１時～３時
会場・問合せ：八王子保育専門学院
　　　　　　　☎629-9723　台町4-45-10

　子どもと関わる仕事は「大変だけ」では終わらない、その先にやりがいや喜びが
たくさんあります！私も、これからも子どもたちの笑い声があふれる現場で、子ど
もたちの成長を見守っていきます。皆さんと一緒に働くのを楽しみにしています。

地域のお母さんたち対
象の、親子で楽しめる
ヨガ講座！

地域の方が保育所に出
張し、子どもたちに昔
話を聞かせます

だけじゃない！

保育士の業界は女性が多い職場ですの
で、妊娠・出産・子育てなど女性として
大切な時期を、保育園として全面的にサ
ポートしています。園にとって当たり前
の義務として、共通で理解していますの
で、多くの保育士の皆さんが出産を経て

復帰されています。

保育士を目指すうえで必須の「現場実
習」のほかに、保育を志す学生さん向け
に、夏期アルバイトや夕方のアルバイト
を受け入れている保育園もあります。
アルバイト実施園については、
下記までお問合せください。

現在84園が加盟している八王子市私立保育園協会で
は、昨年12月に東京労働局より「有料職業紹介事
業」の許可がおり、今年４月より事業を開始します。
保育士を志す学生さんを、地元をよく知る協会が、
円滑な就職に結びつけられるようサポートします。

一般社団法人　八王子市私立保育園協会事務局（佐藤）☎042-628-7055
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学 童 保育 レ ポ ー ト

「どれにしようかな～♪

　お菓子屋さんは大人気！」
「どれにしようかな～♪

　お菓子屋さんは大人気！」
「先生のお店、中華まんじゅう

屋さんは

　本格的！心もホカホカあたた
まります」「先生のお店、中華まんじゅう
屋さんは

　本格的！心もホカホカあたた
まります」「ドキドキ楽しいゲーム屋さん♡」「ドキドキ楽しいゲーム屋さん♡」

～お店屋さん～

学童保育所の臨時指導員募集（登録制）

　子ども達に大人気の行事の一つ「お店屋さん」。趣向を凝らし
たお店を作ったら、売り手と買い手に分かれてオリジナルチケッ
ト片手に大賑わい。
　「何を買おうかな～♪」「これ下さい」「いらっしゃい」「あり
がとうございました！」ワクワクしながらみんなで楽しむお店
屋さんは、いつも大繁盛です。

【11：30　出勤】掃除、保育準備、事務作業、職員でのミーティング等行います。
【13：30　子ども達の受け入れ】出席確認、おやつの準備、子ども達の健康状態チェック。
【15：30　おやつの提供】
【16：00　自由遊び】子ども達と一緒に外遊びをしたり、室内で過ごしたりします。
【17：00～　降所・お迎え対応】お迎えの保護者の方の対応等をします。
【18：30～　延長保育対応】延長保育のお子さんの保育を行います。(最大 19：30まで )
【19：30　退勤】お疲れ様でした！　

【募集職種】非常勤指導員(週30時間または週35時間　変形労働時間勤務)　
【対象】20才以上
【内容】放課後児童支援員
【給与】週30時間　156,700円(教員免許・保育士・放課後児童支援員資格者)
　　　　　　　　　　無資格者145,000円
 週35時間　182,800円(教員免許・保育士・放課後児童支援員資格者)
　　　　　　　　　　無資格者　169,200円　　　
 ※週30時間・35時間ともに採用から3ケ月　試用期間。(試用期間中は時給制)
【社会保険等】社会保険・労働保険加入
【応募方法】一次面接の日時を電話予約。(二次面接あり)

【対　象】18 歳以上の方（高校生不可、定年あり）

【内　容】放課後児童支援員

【場　所】市内 41施設のうちいずれか

【勤　務】週 2日以上勤務できる方（土曜勤務相談）

【給　与】時給 1,105 円（教員免許・保育士・放課後児童支援員資格者）

　　　　※無資格者は 1,025 円

【申込み】電話連絡の上面接日時を予約

【問合せ】学童保育課　☎620-7284　

おやつの準備をしています

笑顔で頑張っています☆

工作準備中です♪

問合せ　学童保育課　☎620-7284

☆学童保育所　保育スタッフ募集☆

小学校の児童を、家庭に代わって放課後や学校の休業日 (土曜日・夏休み等 )に保育を行っています。



ご寄付のご報告（平成30年 9月 22日～平成 30年 12月 19日・敬称略）

●一般寄付10万円以上❖
 ❖100万円以上❖ 
八王子・高尾・南大沢遊技場組合
 ❖50万円以上❖ 
㈱マトリックスレジデンシャル　　　　　　
代表取締役　湊正明
㈱住宅工営
 　❖30万円以上❖ 
川幡敏子
川幡和治
 　❖20万円以上❖ 
㈱住宅工営 家族会
 ❖10万円以上❖ 
ＪＡ八王子ゴルフ会
多摩養育園福祉まつり大会長　足利正哲
㈱セレモア　八王子本社
あみものグループ
 ❖5万円以上❖ 
八王子いちょうの会　代表　西川フクヨ
八王子古本まつり実行委員会
川口やまゆり住民協議会ゴルフ会　　　　　
会長　小田島英一
八王子市農業協同組合　　　　　　　　　　
代表理事組合長　原島元義
石川地域住民協議会

東日本歌謡フレンズ会　代表　三澤博
くっつきっこ
匿名１件
 ❖1万円以上❖ 
医療法人社団 永生会 永生病院
南大沢分館センター祭り運営委員会
マルベリー東京パイロットクラブ
第二二回なつメロ歌うカラオケ広場　　　　
会長 榎本 章
第三九回八王子演歌なつメロ祭                  
会長 榎本 章
美山焼クラブ
上川中部ゴルフ会 
加住懐メロ会
八王子市シルバー人材センター
こすもすの会
ロミー歌謡学院
サークルエコ（やまゆり館まつり）

横山南住民協議会
ハワイアンキルト教室
八王子東京パイロットクラブ　
和裁サークルひばり・かもめ
すみれ歌謡学院　小山亜紀雄　吉田五百枝
やまゆり館まつり　古本市
JA八王子農業祭実行委員会
㈲小々舎
匿名２件
 ❖1万円未満❖ 
上村秀如
長島輝枝
ボランティアセンター　窓口募金箱
Ｄｏ陶芸クラブ　
峠の倶楽部　西山康永
手縫い帽子の会
大和田地域住民協議会
たんごの会

パステル
男の手料理
陵南グループ
ななちくグループ
匿名４件

合計　56件　4,335,162円

●ボランティア支援金
 ❖1万円以上❖ 
NPO法人八王子市民活動協議会

合計　1件　10,000円

●7月豪雨関係義援金
 ❖4万円以上❖ 
第一寿老会

合計　1件　40,000円

●物品寄付
石渡孝：毛糸
八王子市少林寺拳法連盟　　　　　　　　　
会長　石間信一：車椅子5台
安藤タカ子：ちりめん細工15点
長野浩子：ハーバリウム10点・ストラップ11点

東京ボウリング場協会・多摩地区：車椅子1台
大澤ミチヨ：ちゃんちゃんこ11枚・半てん12
枚・毛糸コースター多数
西尾サヨ子：介護用品11点
田村幸子：介護用品5点
佐藤信吉：介護用品4点
狭間福楽会：雑巾120枚
11南支部女性委員：雑巾609枚
丸山龍樹：新古車椅子1台
根津俊彦：児童文学書25冊

　以下、匿名の皆さまから頂きました 

介護用品4点
介護用品5点
布生地多数
毛糸・マクラメ糸多数・囲碁セット1セット
トールペイント材料多数・巾着2点・額縁3点
ランドセル1点・文具
野菜多数（長ねぎ・里芋・大根）
果物多数（柿）
介護用品8点

合計　22件

★次号の発行予定日は、平成31年3月31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

情報コーナー
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うぃずサービス
協力会員登録説明会の開催

平成31年度
長房ふれあい館
教室のお知らせ　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。

　平成31年度前期(4～9月)長房ふれあい館教室を
開講します。
　●フォークダンス(初級教室・中級教室)
　●フラダンス初級(月曜教室・水曜教室)
　●健康体操
　●英会話

平成31年度
恩方老人憩の家

いきがいづくり教室のお知らせ

＜対象＞20 歳以上の方
＜日時＞1 月 18日（金）午前 10時～正午
＜場所＞ボランティアセンター
＜申込み・問合せ＞支えあい推進課 うぃずサービス
 ☎649-5010　FAX648-6332

協力会員には活動時間に応じて活動費が支払われます。
（年会費 500 円が必要）

㈱マトリックスレジデンシャル ㈱住宅工営

問合せ 　総務担当　☎620-7338　FAX623-6421

あたたかいお気持ちに感謝　受賞式を開催

平成30年度「精神保健福祉ボランティア講座」 ボランティアセンター
移転のお知らせ

　昨年11月16日（金）に、八王子の地域福祉に
貢献された方等へ感謝の意を伝えるため、「平成
30年度 社会福祉法人八王子市社会福祉協議会 受
賞式」を学園都市センターで開催しました。今回
は平成29年９月１日から平成30年８月31日を対
象期間とし、個人18名・54団体へ感謝状の贈呈
を行いました。
　贈呈の際には、本会名誉会長である石森孝志八
王子市長と本会会長尾川朋治から、日頃の福祉へ
の貢献に対する感謝を出席者一人一人へお伝えし
ました。

■目　的
　精神疾患のある方を支援するために必要な知識を
身につける講義や実習を開催し、地域で支えるボラ
ンティアを養成します。
■対　象
　市内在住、在勤、在学で全日程出席できる方
■募集人員
　先着順　30名
■受付開始日 
　平成31年1月4日午前9時～
■費　用
　300円（ボランティア保険料）
■場　所
　子安市民センター会議室（実習日除く）
■申込み・問合せ
　市民力支援課（ボランティアセンター）　☎648-5776

　元横山町のボランティアセンター所在地
に、八王子市の学校給食センターが建設さ
れることになりました。それに伴い、本年
４月にボランティアセンターは移転予定で
す。移転先等詳細については、決まり次
第、八王子市社会福祉協議会ホームページ
等でお知らせします。皆さまには、ご不
便、ご迷惑をおかけしますがご理解のほど
宜しくお願い致します。

●将棋入門
●フラダンス
●編み物
●写仏入門

■日程・概要 

子安会場

長

　平成31年度恩方老人憩の家いきがいづくり教室
を開講します。
　●いきいき体操
　●健康体操
　●初級ウクレレ
　●書道

新規
講座

　募集に関する詳細は、広報はちおうじ2月15日号をご確認下さい。

問合せ 総務担当　☎620-7338　FAX623-6421

昨年11月16日（金）に、八王子の地域福祉に
貢献された方等へ感謝の意を伝えるため、「平成
30年度 社会福祉法人八王子市社会福祉協議会 受
賞式」を学園都市センターで開催しました。今回
は平成29年９月１日から平成30年８月31日を対
象期間とし、個人18名・54団体へ感謝状の贈呈
を行いました。
贈呈の際には、本会名誉会長である石森孝志八

王子市長と本会会長尾川朋治から、日頃の福祉へ
の貢献に対する感謝を出席者一人一人へお伝えし
ました。

実施月日

1月29日㈫
14:00~14:30 ・開講式　 　

・オリエンテーション　 　
・精神疾患についての基礎知識　 　

・実習の体験報告　 　
・ボランティアグループの紹介　 　
・閉講式　 　

・八王子市の行政支援について　 　

・精神障がい者を支える地域資源について

・精神障がい者への接し方　 　

・当事者の話　

・精神障害者への傾聴　

・実習についてのオリエンテーション

・見学実習

14:30~16:00

14:00~15:00

15:00~16:00

14:00~15:00

15:00~16:00

14:00~15:30

15:30~16:00

14:00~15:40
15:45~16:05
16:05~16:15

2月5日㈫

2月12日㈫

2月19日㈫

3月20日㈬

2月20日㈬～
3月19日㈫

開催時間 概　要（予定）

総務担当 ☎620-7338
ありがとうございました
問合せ
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