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みんなの力を地域の力に! 社協会員募集中!!!

第１７6号 2019年（平成31年）3月31日 （1）

問合せ 総務担当　TEL 620-7338
 FAX 623-6421

はちおうじ社協　～非常勤嘱託職員募集～

八王子市ボランティアセンター
事務所移転のご案内
〒192-0081 八王子市横山町11-2　金子ビル4階（1階ローソン100）
※電話番号は変更ありません。FAX番号はうぃずサービスのみ変更となります。
【市民力支援課】
 TEL 042-648-5776　FAX 042-648-6332
【支えあい推進課】
 TEL 042-649-8477　FAX 042-649-8478
(うぃずサービス)
 TEL 042-649-5010　FAX 042-649-8478

　事務所移転作業により電話回線が減少しますので、電話がつながりづらくなる可能性
があります。ご不便をおかけしますが、ご理解のほどお願いいたします。

　JR八王子駅北口下車徒歩8分（歩行者専用道路「西放射線 ユーロード」を進んでく
ださい。）
※来所者様用駐車場・駐輪場はございませんので、
　公共交通機関にてお越しください。
　お車でお越しの際は、近隣の有料駐車場を
　自費負担にてご利用ください。

2019年6月1日より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。

【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（主に相談業務）
【募集人数】　若干名
【雇用期間】　2019年6月1日 ～ 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】　2019年6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

１．移転先住所・連絡先

２．交通

３．移転日

4．主な業務

平成３１年４月１日㈪

市民力支援課
ボランティア関係、車いす無料貸し出し、
手話・要約筆記派遣、高齢者実態調査、
共同募金運動、ボランティアセンターの管理運営

支えあい推進課 福祉でのまちづくり、地域福祉推進拠点の管理運
営、生活支援体制整備事業、サロン活動

うぃずサービス 有償家事援助サービス
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詳しくは下記連絡先までお問合せください。

4月初旬にHPへ
詳細を掲載します



総務担当　TEL 620-7338　FAX 623-6421問合せ

ボランティア保険
加入手続き開始しました!

 平成31年度のボランティア保険(補償期間：2019年4月1日か
ら2020年3月31日)の加入受付を開始しています。ボランティ
ア保険とは、国内におけるボランティア活動中の事故により、
自身に生じたケガと第三者の身体・財物に損害を与えたことに
よる法律上の損害賠償責任を補償する保険です。
※加入日の翌日から保険が適用されます。

平成31年度
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お近くの窓口へ！また、ご質問等がございましたらお気軽にお問合せください。

在宅ひとりぐらし高齢者実態調査
当事者団体助成募集

傾聴ボランティア講座（基礎編）
成年後見制度講演会

児童養護施設児童プール招待
傾聴ボランティア講座（スキルアップ編）
高齢者施設での傾聴ボランティア講座

ひとりぐらし高齢者昼食交流会
長房ふれあい館文化祭
成年後見制度講演会

ふれあい運動会

社協受賞式
歳末たすけあいバザー

道の駅八王子滝山バザー
むかし若ものふれあい作品展

恩方老人憩の家文化祭

精神保健福祉ボランティア講座
傾聴ボランティア講座（ケア編）

成年後見制度講演会

精神保健福祉ボランティア講座

恩方老人憩の家来福バザー

福祉まつり

夏休み体験ボランティア(～８月)
はちおうじ福祉歌踊まつり

手作り作品展

ボランティア活動発表会

4月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月
3月

5月

6月

会員会費増強運動

赤い羽根共同募金

歳末たすけあい運動

●平成31年度傾聴ボランティア講座（基礎編）●

●夏休み体験ボランティア

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

申込み・問合せ

　話す機会の少ない方や孤独・不安などの悩みを持つ方
のお話を上手に聴くための心構え、技術を学ぶ『傾聴ボ
ランティア講座　基礎編』を開催します。

　夏休みを利用して、ボランティア活動をしてみませんか？
　市内の高齢者施設・障がい者施設、保育園、学童保育所などから選択できます。
　今年は例年よりも事前説明会の時期を早めます。夏休み体験ボランティアへの参加を
希望される方はぜひ、事前説明会へご出席ください！
■対象：市内在住・在勤・在学の方（中学生からおおむね30歳までの方）
■事前説明会：2会場で行います。お近くの会場までお越しください。
・6月22日㈯　ボランティアセンター　①午後１時～　②午後３時～　③午後５時～
・6月22日㈯　ボランティアセンター南大沢分室　①午後１時～　②午後３時～　
■申込み受付期間：6月22日㈯～8月９日㈮
■活動期間：7月16日㈫～8月31日㈯のうち3日間以上
■費用：300円（ボランティア保険料）＊中学生は無料

■対象：市内在住・在勤・在学の方
■費用：無料
■内容：よい聴き手になるために
　　　　― 傾聴の意味・意義　傾聴とは ―
■講師：NPO法人　日本傾聴ボランティア協会

日　程

６月25日㈫

６月27日㈭

14:00～16:00（開場13:30）

14:00～16:00（開場13:30）

南大沢市民センター
先着60名
子安市民センター
先着80名

時　間 会　場

問 合 せ
受 付 窓 口

・ 活動中の
ケガや事故に備えて

ご加入を
お願いします。

社協 事務局

浅川地区社協

ボランティアセンター 横山町11-2　金子ビル4階

南大沢2-17-5(地域子ども家庭支援センター南大沢内)

石川町481　石川事務所2階

川口町908-1　川口事務所2階

高尾町1652-1　浅川市民センター1階

大和田町5-9-1　大和田市民センター3階

片倉町702-1　由井市民センター1階

下柚木2-10-6 由木中央市民センター1階

元本郷町3-24-1　八王子市役所8階

高尾町1735-1

TEL 648-5776

TEL 679-2445

TEL 649-3390

TEL 652-9116

TEL 629-9444

TEL 649-3228 

TEL 683-2111

TEL 670-9885

TEL 620-7338

TEL 667-5669

FAX 648-6332

FAX 682-5540

FAX 649-2850

FAX 652-9226

FAX 629-9445

FAX 649-3229

FAX 683-2112

FAX 670-9886

FAX 623-6421

FAX 667-5669

ボランティアセンター
南大沢分室

地域福祉推進拠点 石川

地域福祉推進拠点 川口

地域福祉推進拠点 大和田

地域福祉推進拠点 浅川

地域福祉推進拠点 由井

地域福祉推進拠点 由木

●傾聴ボランティア講座スキルアップ編
・対象：平成31年度傾聴講座基礎編受講者
・開催時期：8月下旬より（予定）
☆詳細は、基礎編受講者に対してご案内をします。
●高齢者施設での傾聴ボランティア講座
・対象：市内在住、在勤、在学の方
☆詳細は社協だより７月号に掲載します。

■受付開始日　5月15日㈬　午前9時30分～

す。

～予　告～

新講座
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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

【日　時】5月31日（金） 午後2時～4時
【場　所】クリエイトホール10階　第2学習室
【講　師】司法書士 池田 大助 氏
【申込み】先着30名（電話・FAXにて要予約）

学習会 成年後見制度を活用してみよう
「家庭裁判所への申立て手続きを知ろう」

地域福祉権利擁護事業　生活支援員さんのお仕事

　「認知症の父の定期預金や証券が解約できず、施設の利用料が払えない」
　「父の相続が発生したけど母が認知症で手続きを進められない」「知的障がいのある子どもの将来が心配」
　……などといったことにお困りの方、成年後見制度を利用することで解決できることがあります。

　制度の利用を検討されている方、どのような制度なのか知識を深めたい方、ぜひ講演会や学習会にご参加ください！
　専門家による専門相談もございますのでこちらもぜひご活用ください。また、職員によるご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
2019年 弁護士 司法書士
4月 9日㈫ 16日㈫
5月 14日㈫ 21日㈫
6月 11日㈫ 18日㈫

　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。ご予約は下記問合せ先まで。

　センター職員による
相談は随時

受け付けております。

無料

【日　時】5月28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）

講演会
「事例で考える成年後見制度」

無料

無料

成年後見・あんしんサポートセンター八王子　TEL 620-7365 ・ FAX 623-6421問合せ

生活支援員を募集します
　次号の社協だより177号（7月1日発行）に募集概要を掲載いたします。
　生活支援員は、将来的に市民後見人（※）としての活躍も期待されています！ 市民後見人としての活動にご関心がある方もぜひご確認ください。

※市民後見人とは、親族や専門家以外の市民による後見人のことをいいます。

　成年後見・あんしんサポートセンター八王子では、判断能力
が十分でない高齢者や障がいのある方などを対象に、福祉
サービスの利用相談、日常的な金銭管理の支援を行う「地域福
祉権利擁護事業」を行っています。この事業の支援は「生活支
援員」により支えられています。「生活支援員」は担当する利用
者のお宅を訪問し、福祉サービスの利用手続き、銀行での生活
費の払い戻しや公共料金の支払いなどの支援を行います。

　また、生活支援員を対象とした学習会を年に数回開催してい
ます。学習会に参加していただくことで、スキルアップや生活支
援員と職員間での情報共有を図っています。

利用者さんのお宅に訪問
し、郵便物や生活の様子
を聞き取ります。

職員や専門家による講義の様子 職員を交えたグループワークの様子

　利用者さんに同行し
手続きをしています。

☆活動の様子☆

☆生活支援員学習会の様子☆

平成31年度は2つの大きなテーマで学習会を開催します！
内容や日程などの詳細は今後の社協だよりにて随時お伝えします。ご確認ください。
〇「成年後見制度を活用してみよう」　
制度を活用するための知識や家庭裁判所への手続き方法、後見人業務など実際に後見人として活躍されている専門家に解
説していただきます。
〇「私らしいこれからを考える」　
相続や遺言、判断能力が低下した後のことなど、地域で安心して老後を過ごすために、今から準備しておきたいことについ
て考えます。 

★
学
習
会
開
催
予
告
★
　

手話通訳
あり
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学 童 保育 レ ポ ー ト

紙芝居「スーパーしろくま物語」
紙芝居「スーパーしろくま物語」 「もったいない」答え合わせ。いくつ見つけられた ?

「もったいない」答え合わせ。いくつ見つけられた ?
「もったいない」はどこだ？「もったいない」はどこだ？

～学童エコスクール～　環境問題について考えよう

　今年度より、八王子市地球温暖化防止活動推進センター（クール
センター八王子）が始めた学童保育所の児童向け環境教育を、９つ
の学童保育所で実施しました。センターより八王子市地球温暖化防
止活動推進員の方をお招きし、実際の写真のパネルや紙芝居で、地
球温暖化による氷河の融解、サンゴの死滅などの環境問題について
学びました。最後に日常生活での「もったいない」を探すクイズに
取り組み、環境問題を身近に感じるとともに、エコ活動に取り組む
きっかけになりました。

☆学童保育所　保育スタッフ募集☆
【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　(定年あり)
【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)

☆学童保育所　長期アルバイト募集☆
【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
【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
【応募方法】下記番号に電話。お住まいを確認後、区

域担当者を紹介。
　　　　　※その後区域担当者と面接。

部屋をきれいに♪

　　　　　　　　　無資格者145,000円
　　　週35時間　182,800円(教員免許・保育士・
　　　　　　　　　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

【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

部屋をきれいに♪ 子ども達の帰る時間を確認中☆子ども達の帰る時間を確認中☆

指導員でミーティングをしています！指導員でミーティングをしています！

問合せ 学童保育課　☎620-7284

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。
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　毎週火・木・金曜日正午～午後3時はコ
ミュニティカフェ「かたらいカフェ石川」
が開催中！
　参加費200円でお飲み物お替り自由です。
　お気軽にお茶を飲みに来て下さい。

趣味の講座
「折り紙かぶと」
日　時：4月12日㈮・18日㈭ 正午～午後3時
参加費：大人 200円、子ども 50円(クッキー

付)　事前申し込み不要

生活支援コーディネーターは、『高齢者の生活支援・介護予防』の
住民活動を支援し、住みよいまちづくりを進めています☆彡

～西部地域の活動のご紹介～　　　　　
≪犬目町≫みんなの居場所『暖炉』
　桜の花を見ながらおしゃべりしたりお茶のみをしたり、シイタケ
菌打ちなどの活動に一緒に参加し仲間づくりをしたり、だれでも参
加できる場となっています。
４月開所日時：2㈫・4㈭・16㈫・18㈭・23㈫・25㈭
 各 午前10時～午後３時　 参加費 100円
 【お花見イベント　7㈰　参加費 お弁当付き500円】
開催場所：犬目町1643　

≪美山町≫『体操の通い場』 
　美山地域では、町会と社会福祉法人が連携し、地域の方々向けに『体操
の通い場』を提供しています。身体を動かすことは、介護予防にもつながり
ますのでぜひご参加ください。
開催日時：第２・第４金曜日　午後１時30分 ～ 午後３時
開催場所：美山学園やまゆりホール

≪西寺方町≫だれでもカフェ『ぼちぼち』 3月30 日オープン☆
　社会福祉法人永寿会が開催している、だれでもカフェ『ぼちぼち』は、誰でも
好きな時間に立ち寄れ、子どもからお年寄りまで好きなことをして過ごせる場所
です。
開催日時：毎週 水・土曜日　午後１時 ～ 午後４時
開催場所：特別養護老人ホーム山水園内 

　これまでの人生経験を活かして、子どもたちに勉強を教えてみませんか？
　「シニアが教える小中学校の教室」の渡辺重男氏を講師にお迎えし、勉強お助けサポーターを
養成する講座を開催します。お仕事を引退された方、地域で
活動してみたい…という方、ぜひぜひお待ちしております！
　資格や経験は問いません。未経験の方も歓迎します。

○説明会○
日　時：６月８日㈯ 午後２時～４時
場　所：由井市民センター１階 会議室
定　員：10名（※事前に電話にてお申込みください）
要　件：・市内在住シニアの方 ・養成講座に全日程参加できる方
　　　　・自身の社会経験を活かして、子どもたちに勉強を教えたい！
　　　　　という志のある方
○養成講座○

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

問合せ

地域福祉推進拠点 由井（片倉町702-1 由井市民センター1階）　TEL 683-2111　FAX 683-2112問合せ・申込み

夏休み期間には、
実際に地域の子どもたちに
勉強を教えていただきます

日にち 時間 内容 場所

６月１９日（水） 13：30 ～ 15：30
シニアが勉強を教える意義や心得、
注意点について

由井市民センター
（会議室）

７月 ３日（水） 13：30 ～ 15：30
実地研修の振り返り、シニアの活躍
の場について　＊修了式

由井市民センター
（会議室）

６月２９日（土） 13：30 ～ 15：30 実地研修（見学・実践） 地域福祉推進拠点
石川

問合せ 支えあい推進課　TEL 649-8477　FAX 649-8478
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～視覚・聴覚障がい者福祉のために～

総務担当　TEL 620-7338　FAX 623-6421

総務担当　TEL 620-7338　FAX 623-6421

中央競馬
馬主社会福祉財団
助成事業の募集

社会福祉法人、NPO法人に関しては、直接東京馬主協会
に申請してください。
・NPO法人については、本会の推薦状が必要となります。
・無認可施設については本会にお問合せください。

http://www.jra-umanushi-hukushi.or.jp/

視覚 聴覚障が 者福祉 ために視覚 聴覚覚障がが 者福祉祉 ために視覚 聴覚覚障が 者福祉祉 ために
アイバンク福祉基金助成事業

　市内で積極的な社会貢献活動を展開している「東
京八王子中央ライオンズクラブ」からの寄付金をも
とに、「アイバンク福祉基金」の収益金を活用し助
成を行います。詳細は社協ホームページをご覧いた
だくか、下記担当までお問合せ下さい。

　中央競馬馬主社会福祉財団が行っている助成事業で
す。対象団体は、八王子市内の身体障がい、知的障が
い、精神障がい又はこれらの複合施設です。

　社協では市内 5か所に、入れ歯の回収ボックスを設置
し、不要な入れ歯の回収を行っています。入れ歯には希
少金属が使用されており、リサイクルして換金すること
ができます。金属を換金したあとは、（公財）日本ユニ
セフ協会への寄付と、八王子市の社会福祉事業に活用し
ています。

詳細は中央競馬馬主社会福祉財団のホームページをご覧ください。

総務担当
TEL 620-7338
FAX 623-6421

使わなくなった入れ歯は
ありませんか？
ありましたらぜひ、お近く
の回収BOXへ！

回
収
ボ
ッ
ク
ス
設
置
場
所

①市役所1階ロビー
②大横保健福祉センター
③東浅川保健福祉センター
④南大沢保健福祉センター
⑤恩方老人憩の家（恩方事務所2階）

問合せ

回収期間：平成30年2月17日～
　　　　　　平成31年2月5日分
市内社会福祉事業還元額：0.524kg
 45,180円

入れ歯で世界に、地域に貢献!?

問合せ 問合せ

問合せ

■対　　象　市内の視覚障がい者福祉を振興・
発展させるための事業

■助成金額　14万3,000円（上限額）

■申 込 み　申込書に必要事項をご記入のうえ、
添付書類を添えて事務局（市役所
8階）に提出

■〆　　切   4月26日㈮必着（※郵送可） 

各地域福祉推進拠点、長房ふれあい館
など、各社協の窓口でも回収しています。

チャリティーイベントのご案内

東京八王子中央ライオンズクラブ
TEL 625-4806　FAX 628-3234

問合せ

チャリティーイベントのご案内

東京八王子中央ライオンズクラブ



歳末たすけあい募金箱（大型店舗ほか）
市内にあるスーパーなどの大型店舗、レジャー施設、公共施設等に
ご協力をいただいています。

店　舗　名 金額（円）

合　　計 883,438 

787,429
6,178 
2,612 
12,834 
1,127 
619 
5,658 
3,604 
1,444 
758 
8,980 
439 
8,836
1,026 
4,510 
6,043 
3,117 
3,388 
2,365 
8,077 
2,634 
3,350 
1,409 
742 
940 
3,520 
1,762 
37

スーパーアルプス　お客様一同
イトーヨーカドー  南大沢店
京王ストア　北野店
京王ストア　めじろ台店
ムラウチホビー　八王子店
ムラウチホビー　西八王子店
ダイエー グルメシティ　八王子大和田店
ダイエー グルメシティ　八幡町店
ダイエー グルメシティ 西八王子店
ダイエー グルメシティ　高尾店
エコス　元八王子店
エコス　川口店
エコス　東浅川店
オザム　スーパーオザム  大楽寺店
三和　フードワン  ゆりのき台店
三和  八王子みなみ野店
三和　堀之内店
ヤオコー　八王子並木町店
サカガミ グランルパ 南大沢店
三徳　南大沢店
カネマン　片倉店
いなげや　八王子中野店
道の駅八王子滝山
八王子エルシィ
GMG八王子ゴルフ場
戸吹湯ったり館
長池公園自然館
市役所１階案内

歳末たすけあい募金

種　　別

町会・自治会・管理組合

八王子市シニアクラブ連合会

八王子市民生委員児童委員協議会

一般個人・団体募金

募金箱

街頭募金

4,877,198

118,000

226,000

372,473

22,002

23,468

5,639,141合　計

金額（円）

赤い羽根共同募金

種　　別

町会・自治会・管理組合

一般個人・団体募金

八王子市シニアクラブ連合会

大型店舗他募金箱

歳末たすけいバザー純益金

はちおうじ福祉歌踊まつり

前期末支払資金残高

街頭募金

2,481,817

2,186,460

671,404

883,438

1,247,690

471,656

50,850

0

7,993,315合　計

金額（円）
金額（円）

歳末たすけあい募金（A）
地区連合会

赤い羽根共同募金（B）

件数 金額（円） 件数

合　計

赤い羽根・歳末 町会自治会募金

中部地区

東部地区

元横地区

東南部地区

中央部地区

南部地区

西部第一地区

西部第二地区

西部第三地区

本町地区

中央地区

東北部地区

浅川地区

由木地区

横山南地区

横山北地区

元八地区

恩方地区

川口地区

加住地区

由井地区

北野地区

町自連加入団体計

町自連未加入団体計

4

3

5

5

0

3

3

5

5

1

12

5

14

8

14

9

17

11

8

8

8

11

159

57

216

30,000

31,000

50,000

48,000

0

45,000

28,000

93,107

49,120

10,000

118,289

51,465

225,700

44,000

262,773

77,600

259,907

80,800

271,600

59,500

113,300

187,260

2,136,421

345,396

2,481,817

32,000

62,504

60,000

257,970

0

198,508

38,000

180,500

138,626

10,000

360,398

193,000

306,950

51,000

359,632

61,000

411,750

124,500

719,931

96,500

202,000

467,915

4,332,684

544,514

4,877,198

4

4

5

6

0

6

3

5

5

1

16

6

15

10

17

7

18

11

13

10

11

11

184

61

245
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　地域活動支援センターパオでは、精神障害のある方たちが地域の中で孤立せ
ず、その人らしい暮らしを営める社会を目指し活動しています。このたびの配分
金はアート作品展とライブパフォーマンスの開催、また、アート活動を充実させ
るために外部講師への謝金としても使わせて頂きました。
　作品展を通じてメンバー同士、また地域の方と交流する機会がもてました。
今後とも精神障害のある人が社会参加と自己実現を促進させるため、活動を充
実させていきます。ありがとうございます。

団体名：八王子パオの会　パオ

■ 施設、団体の運営や修繕等
　 （保育所や障がい者施設の研修費や備品の購入など）
■ 当事者団体の活動への助成
　 （障がい者や難病をかかえる団体への助成）
■ 地域福祉活動団体への助成
　 （住民参加や交流活動を行う地域の団体などへの助成）
■ 社会福祉協議会の地域福祉活動費
　 （ひとりぐらし高齢者昼食交流会や福祉体験学習など）

赤い羽根共同募金ありがとうメッセージ歳末たすけあい募金・
　赤い羽根共同募金のつかいみち

第１７6号 2019年（平成31年）3月31日（

歳末たすけあい運動・赤い羽根共同募金活動

歳末たすけあい募金箱（大型店舗ほか）
市内にあるスーパーなどの大型店舗、レジャー施設、公共施設等に
ご協力をいただいています

歳末たすけあい募金
種 別 金額（円）

赤い羽根・歳末 町会自治

ご協力ありがとうございました

❖5万円以上❖
東京八王子西ロータリークラブ 

❖3万円以上❖
東京八王子ロータリークラブ
社協学童保育所児童・保護者
東京八王子南ロータリークラブ
東京八王子高尾ライオンズクラブ
東京八王子北ロータリークラブ
東京八王子いちょうライオンズクラブ

❖2万円以上❖
東京八王子東ロータリークラブ

❖1万円以上❖
東京八王子中央ライオンズクラブ
東京八王子陵東ライオンズクラブ
城山保育園職員一同
社協職員一同

❖100万円以上❖
白柳雅文

❖50万円以上❖
㈱スーパーアルプス代表取締役 松本英男

❖10万円以上❖
㈱エイト　従業員一同代表梅田友章

❖5万円以上❖
東京八王子ロータリークラブ 
めじろ台一心会

❖4万円以上❖
社協学童保育所職員一同
地域伝統芸能花乃実会

❖3万円以上❖
大和会
八王子駅北口商店会
八王子歌謡友の会 

❖2万円以上❖
八王子学校給食調理員部会
興岳寺檀信徒一同
小谷田利郎

❖5千円以上❖
東京桑都ライオンズクラブ
いなりもり保育園

合計14件　372,473円

❖1万円以上❖
国際ソロプチミスト八王子
マサ子&すぎな会
社協職員一同
古怒田　ヒサ
横川保育園職員一同
市川　政雄
西放射線通り商店街振興組合
佐々木武麿    

❖5千円以上❖
田中　惠美
池田一男
りぼん

❖5千円未満❖
匿名
佐藤君江

合計26件　2,186,460円

●赤い羽根共同募金　一般個人・団体 ●歳末たすけあい募金　一般個人・団体

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



★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

ご寄付のご報告（H30年12月20日～H31年３月15日・敬称略）

●一般寄付

❖100万円以上❖
株式会社 村内外車センター　　　　　　　　　　　
代表取締役会長 村内道昌
株式会社 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

❖30万円以上❖
梅田友章
高尾幼稚園

❖20万円以上❖
株式会社 村内ブランドセレクション　　　　　　
代表取締役会長　村内道昌

❖10万円以上❖
豊島弘己
平澤優美
全国大陶器市振興組合　代表　平野利一❖

❖5万円以上❖
みころも幼稚園　サンタの箱募金
安藤物産株式会社　社員一同

❖1万円以上❖
セブンスデー・アドベンチスト八王子キリスト教会　
由井西部地域住民協議会　会長　田中泰慶

山川京子
由木東住民協議会　図書部古本市
玲歌歌謡教室　幡玲歌
株式会社ベルク　ぐりーんうぉーく店　お客様一同
みゆき美容室
昭和39年由井中学校卒業生同窓会
くっつきっこ
匿名１件（子どもたちのために）
匿名２件

❖1万円未満❖
グリーンチャペル
ケアセンター八王子
長房どんと焼の会
川口鉛筆デッサン・サークル
ＨＩＲＯ
カフェテリア茜　お客様一同
うたの駅　お客様一同

匿名2件
合計　32件　4,517,825円

●ボランティア義援金
❖１万円以上❖

加住地区住民協議会
合計　1件　14,000円

●物品寄付
日産緑化株式会社：アンブルボード1台・ボール多数
みんなのひろば：毛糸・布
安田嘉雄：中古車椅子1台
戸嶋トキヱ：手芸品多数
原秀樹：介護用品多数
寺田良三：毛糸
不動田雅代：中古車椅子1台、介護用品1点

　以下、匿名の皆さまから頂きました 

中古車椅子1台

介護用品4点
介護用品5点
介護用品9点
介護用品7点
介護用品7点
介護用品5点
介護用品6点
介護用品多数
介護用品9点
介護用品7点
寝具6点
衣類等8点
衣類等6点
毛糸
毛糸
毛糸・布
野菜多数（大根）
文具多数
子供用品

合計　27件

株式会社 村内外車センター
株式会社 村内ブランドセレクション

株式会社 エイト

情報コーナー

問合せ

日　時
場　所

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　TEL 627-9179
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ボランティアの皆さんが得意の技能・技術を披露

第7回 拓け！ センター元気第20回八王子古本まつり

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、紙芝居、えほん交換会、実施（荒天
中止）

　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、くるみ絵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。

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

八王子古本まつり実行委員会
TEL 627-1179

「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

問合せ・予約

　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、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　6月3日（月）より
　受付時間　午前9時30分～午後7時まで（土日祝は除く）

多摩パブリック法律事務所
TEL 042-548-2450

5月23日㈭ 正午～午後5時

日　時 6月22日㈯ 午前10時～午後4時　1枠30分

いちょうホール（小ホール）

場　所 多摩パブリック法律事務所（立川市）
定　員 48名(※事前予約制)

入場
無料

今年もありがとうございました!

うぃずサービス 協力会員登録説明会の開催うぃずサービス 協力会員登録説明会の開催
　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活動費が支払われます。（年会
費500円が必要）

【対　象】　20歳以上の方
【日　時】　5月24日㈮　午前10時～正午
【場　所】　地域福祉推進拠点　浅川（浅川市民センター1階）

民生委員が訪問調査を実施します
　平成31年４月１日現在７０歳以上で在宅ひとりぐらしの方のお宅
を民生委員が訪問し、生活状況を把握するための調査を実施しま
す。４月初旬から５月中旬頃を中心
に訪問しますので、お宅に伺った
際はご協力をお願いいたします。

◎日頃の見守り活動等に役立てる
ため、毎年実施しています。

　『高尾幼稚園 チャリティー音楽会』が開催されました。
　高尾幼稚園（理事長：小山靖昭氏）は楽器演奏を保育に取り込み、毎
年、子どもたちは日頃の成果を、チャリティー音楽会として大きな舞台で
披露しています。今年も2月23日㈯にオリンパスホール八王子にて盛大
に開催され、子どもたちの素晴らしい演奏が会場に響きました。その際、
保護者などに募金をお願いし、この地域貢献活動は昭和50年の開園より

44年間も続いています。

申込み・問合せ 支えあい推進課　うぃずサービス
TEL 649-5010　FAX 649-8478

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
総務担当
TEL 620-7338
FAX 623-6421

福祉まつり協
得
1

会

【日　時】　5月26日㈰　午前10時～午後3時
【場　所】　富士森公園桜並木通り
【内　容】　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。

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

総務担当　TEL 620-7338問合せ
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