
社協だよりの音声データ（CD）を、ボランティアグループ南大沢音訳の会「こだま」のご協力で作成しています。
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発行/　　社会福祉法人
八王子市社会福祉協議会

7月1日・10月1日・1月4日・3月31日の年4回発行

みんなの力を地域の力に! 社協会員募集中!!
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・・・特集ページは6面にありますので
　　　是非ご覧ください♪八王子社協職員を募集します！

問合せ 生活支援相談担当　☎620-7282　FAX622-2701

■内容
〇学習塾の費用
(入試に備えるために必要な学習塾等の受講費用)
　貸付限度額：200,000円
〇受験料の費用(高校または大学等受験の受験料)
　貸付限度額
　　・高 校 受 験 ：27,400円
　　・大学等受験：80,000円

■対象要件(次の全てに該当していること)
〇中学3年生または高校3年生等(浪人生を含む)を養育する方
〇総収入または合計所得金額が一定基準以下であること
〇預貯金等資産の保有額が600万円以下であること
〇土地・建物を所有していないこと
　(現在居住している場所を除く)
〇都内に引き続き1年間以上在住していること
〇暴力団員が属する世帯でないこと 
〇生活保護受給世帯でないこと

受験生チャレンジ支援貸付事業貸付金

■申請締切　令和2年1月31日(金)
　※申請前に制度利用の説明のため、
　　ご来所をお願いしています。

がんばれ！受験生！
～ 進学の夢、応援します ～

塾代、受験料に
お困りの方へ

問合せ 支えあい推進課　☎649-8477　FAX649-8478

地域福祉推進拠点 由木東が新たに
オープンしました！「地域福祉推進拠点」はどんなところ？？

　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持って
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。

でも、どこに相談
したらいいの…？

近所に気になる人
がいるんだけど…
地域の人と交流できる
場所が欲しい…

地域のために何か
活動したい！

このようなご相談は・・・
「地域福祉推進拠点」へ
ご相談ください！

川口拠点

馬場 CSW

田中 CSW

村上 CSW
大和 CSW

柏原 CSW

中島 CSW

渡邉 CSW

浅川拠点

石川拠点

中央圏域大和田拠点

由木東拠点

由井拠点 由木拠点

わたしたちがＣＳＷです
圏　域 場　所 電話番号地域福祉推進拠点

地域福祉推進拠点 一覧

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
　  由木東 由木東事務所1階 ☎682-4885

※開所時間　月曜～土曜日　午前9時～午後5時
　【休 日】
　① 石川・川口・由木東/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

NEW!
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地域福祉活動計画 社協発展・強化計画

　この計画は、市区町村社会福祉協議会が策定する「地域福祉活動計画」にあたるとともに、その推進役となる社会福祉協議会
自身の組織強化を目的とする「社協発展・強化計画」も一体的に策定した計画です。計画期間は、2019年度（令和元年度）～
2024年度（令和6年度）までの６年間としています。 

「学びや交流・参加をとおして共に育ちあい、つながりあい活動しよう」

活動項目① サロン活動、子ども食堂の拡充 学習支援・世代交流の場づくり 
活動項目② 家族会等との連携による居場所づくり

★目標２ 地域で支えあいのしくみをつくろう・参加しよう！
活動項目① 住民主体の小地域福祉活動の拡充 
活動項目② 災害に備えた支えあい、見守り活動の拡充 
活動項目③ 「うぃずサービス」の利用促進と協力会員の拡充 
活動項目④ 成年後見制度の利用促進

活動項目① 福祉体験学習の充実 
活動項目② 地域福祉推進拠点での学びの場の創出 
活動項目③ 地域福祉推進拠点での趣味・特技をいかした活躍の場の創出 

○住民とともに歩み、地域からの信頼を得られる職員 
○地域福祉のプロとして、意欲的に職務を遂行し、成果を出せる職員 
○時代の変化に適応できる創造性豊かで、行動力と責任感にあふれた職員 
○積極的に地域課題に挑戦する職員

◎活動者からのメッセージ  ～『石川子ども食堂』代表 新奥さん ～ 

7 人に１人の子どもが貧困だということを知り、自分でも子ども食堂を始めたいと
思って場所を探していました。そのような中で、「地域福祉推進拠点石川」のＣＳＷ＊

の協力を得て、拠点を利用した地域の居場所として「石川子ども食堂」を立ち上げる
ことができました。 
　こうした活動は１人ではできませんので、 
ボランティアのみなさんが本当によく動い 
てくれて、また、心ある方が集まってくれて 
ありがたいと思っています。将来的には、 
この食堂で食べた方に、作る側になって 
戻ってきてもらいたいと思っています。 

【目標１】気軽に・誰もが集える身近な居場所をつくろう！

温もりのある居場所 － 子ども食堂

 石川子ども食堂のボランティアのみなさん

第３次 いきいきプラン八王子（八王子市地域福祉推進計画）

地域の信頼　たゆまぬ挑戦　笑顔とともに

「社協と地域が一緒に問題解決できる体制づくり」

☆目標１ 事務局体制の強化 
☆目標２ 地域に貢献できる人材の育成
☆目標３ 社会福祉法人のネットワークによる地域公益活動 
☆目標４ 健全な財務運営 

【目標 2】 地域に貢献できる人材の育成
人材育成方針 
めざすべき職員像

社協職員がめざすべき職員像は、次に掲げるものとします。また、組織とし
て、人材育成に努めます。 

「包括的な相談・支援体制の構築」

☆目標１ 地域福祉推進拠点の拡充・運営 

○基本方針１

○基本方針2

○基本方針2

「地域の生活課題に関心を寄せ、その把握と解決に向けて活動しよう」
★目標１ まちの未来について考えよう！

活動項目① 福祉圏域における福祉活動計画の策定 

★目標２ だれでも、なんでも相談できる場をつくろう！
活動項目① 「だれでもなんでも福祉相談窓口」（仮称）の設置 
活動項目② 地域の声が集まり、伝わるしくみづくり

○基本方針1

★目標３　共に学び、育ちあう場をつくろう！

★目標１　気軽に・誰もが集える身近な居場所をつくろう！

◎活動者からのメッセージ 
●体験学習サポーター 田中さん 

福祉体験学習の場面では、「地域のおばあちゃん」として子どもたちと接したいと考えてい
ます。核家族が増え、高齢者と接することが少ない今の子どもたちが、サポーターである自分
とふれあい、交流することを通して、福祉体験学習をよりリアルに、身近に感じてくれれば、
と思っています。 

私自身も、サポーターの活動を通じて様々な世代と接す
ることで社会とのつながりを実感でき、とても楽しくやり
がいを感じています。 

●体験学習サポーター 上杉さん 
体験学習サポーターの活動は、若い世代と交流できる

こと、会話できることがなにより楽しいです。 
子どもたちが熱心に車いすの使い方を聞いてきてく

れるので、とてもやりがいがあります。 

【目標 3】共に学び、育ちあう場をつくろう！

活躍しています！… 体験学習サポーター

高齢者疑似体験をサポートする田中さん 

車いす体験を 
サポートする上杉さん

サロン活動、子ども食堂の拡充 
○目標 
年度 現 状 2020 年度 2021～2024 年度 

内容 

高齢者サロン数：142 団体
（うち常設サロン 

団体数：18 団体） 

高齢者サロン数： 
180 団体 

継続 
（次期高齢者計画を反映）

子育てサロン数：11 団体 ・ニーズに応じて随時立ち上げ支援を行います。
子ども食堂数：12 団体 15 団体 21 団体 

め
市民力・地域力で支えあい
－住民が、主体的に地域の課題を把握して、解決をめざすまち

・包括的な相談支援体制の構築
・多様な「支えあい」のしくみづくり
・市民力・地域力の向上

計画の展開（体系図）

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～

基本理念

めざす姿

テーマ
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　生きづらさを抱え、社会的に孤立してしまった方が住み慣れた
地域で安心して暮らしていくためには―。様々な要因が背景とな
り潜在化しやすい、「生きづらさ・ひきこもり」の課題について、
一緒に考えてみませんか。

日　時　8月2日･9日・16日
　　　　・23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）
事前申込み不要
　夏休みの思い出に、地域のボランティ
アの方々と一緒に、折り紙で可愛い壁飾
りを作りましょう。日　時　8月19日（月）午後1時30分～4時30分

場　所　大和田市民センター 3階 会議室1・2
内　容　講師の先生による講座、グループワーク、市内の活動紹介 など
講　師　桜井 めい氏（心理カウンセラー）
参加費　無料
定　員　30名（要申込、先着順）
協　力　ひきこもり家族会 ぶなの会

申込み・問合せ

福祉学習会 地域交流イベント

地域交流イベント

「生きづらさ・ひきこもりを考える
　  ～いま家族や地域にできること～」

地域福祉推進拠点　大和田(大和田町5-9-1 大和田市民センター3階 談話室)
☎649-3228　FAX649-3229

問合せ＆会場 地域福祉推進拠点 石川（石川町481石川事務所2階）
☎649-3390　FAX649-2850

そんな本人や家族の心の痛みに寄り添える地域をめざし、認知症を知っていただく
ための映像とポスターの展示を行います。ぜひ、この機会にお立ち寄りください。

認知症になったとき、自身の変化に最初に気がつき、悲しいのはご本人です
どんなに不安で悲しいことでしょうか

日時　7月17日（水）～31日（水）
場所　浅川市民センター2階 記念ギャラリー

地域で認知症を考える

無料相談会実施
（予約制）

企画・運営　浅川地区社会福祉協議会　第14地区民生児童委員協議会　ふれあいの会「認知症を支える家族の会」　
 高齢者あんしん相談センター高尾　生活支援コーディネーター　地域福祉推進拠点 浅川

高齢者あんしん相談センター高尾の職員による無料相談会を実施します。
心配な気持ち、話に来られませんか？

地域福祉推進拠点 浅川
（高尾町1652－1 浅川市民センター1階）　☎629-9444　FAX629-9445

申込み・問合せ

『折り紙で可愛い壁飾り「夏の思い出」を作ろう』

　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。
日　時　8月21日（水）
　　　　午前10時～午後1時
講　師　新奥匠さん　　
材料費　大人500円 子ども300円
定　員　16名（事前申込み制）
持ち物　エプロン、三角巾、ふきん、
　　　　手拭タオル
申込み　電話で地域福祉推進拠点 石川まで

　認知症について知識を深め、地域で支えあいの輪を広げましょう。
　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おります。ご参加お待ち
しております。
日　時　7月29日（月）午後2時～3時30分
講　師　高齢者あんしん相談センター左入　
参加費　無料
定　員　20名（申込先着順）
申込み　電話で地域福祉推進拠点 石川まで

『夏休み「八王子うどん」づくり』

福祉講座 「認知症サポーター養成講座」

地域福祉推進拠点 石川からのお知らせ地域福祉推進拠点 大和田からのお知らせ

地域福祉推進拠点 浅川からのお知らせ

～ ♪ 生活支援コーディネーターだより　地域の活動ご紹介 ♪ ～

支えあい推進課　☎649-8477　FAX649-8478問合せ

【あずきサロン】～緑町～
　4月より「ふれあい・いきいきサロン」の仲間となり、頑張っているサロン
です。活動内容はコーラスに特化し、地域住民のほかにコーラス経験者が混
じり、唱歌から歌謡曲までいろん
なジャンルの歌を電子ピアノの生
伴奏で合唱します。生伴奏と歌い
終わったときの一体感！
ぜひ皆さんも来て体感して下さ
い！

開催日・場所
毎月最終水曜日
午後1時30分～3時
あずきカフェ（京王高尾線山田駅前）

【ハモニカ】～打越町～
　ハモニカでは、“地域サロン”スーヴニールの森を
拠点とし、日常生活のちょっとした困りごとを地域住
民で『助け合う活動』が行われ、また『住民の方々が
集う場』にもなっています。
　近隣で既に４団体が『助け合い活動』をする中、こ
れらの団体が伺うのが難しく困っている方々の助けに
なりたいとの想いを胸に、ハモニカの活動は４月から始まりました。
　また、『住民の方々が集う場』では参加者が気軽に歌える場“Let’sララ
ラ”（第3金曜日）、講師を招き行う“フラワーアレンジメント”（第4木曜
日）など、それぞれの団体が活動しています。
　「スーヴニールの森が地域の拠点になるといいね」と代表の諸星さんは話
しています。
場　所　打越町2013-1 地域サロンスーヴニールの森

【いきいき支援クラブ】～下柚木～
 「この団地に長く住むために、何か自分たちにできることはないか」井戸端
会議でそんな話をしたのがきっかけにできた『いきいき支援クラブ』。下柚
木の萌樹の丘団地内で、ゴミ出しや障子の張替えなど、日常生活のお手伝い
を行っています。設立から1年たった今、お手伝いのみならず、団地内の高齢
化率が高くなっている現状を踏まえ、認知症講座や高齢者防災セミナーを開
催するなど、活動の幅も広がっています。
 今後もパソコン教室をはじめ、様々な活動を企画していくとのこと。「八王
子で一番住みやすいまち」を目標に、日々いきいきと活動しています！

場　所
下柚木3丁目2番南大沢学園
萌樹の丘団地
会　員　団地の居住者は
　　　　誰でも入会できます
　　　　中心スタッフ 7名
　　　　会員 35名
会　費　無料

【富士見ふれあいサロン】～富士見町～
　サロンを立ち上げてから約10年。
高齢化が進む中、体操・麻雀・お茶
会・歌ごえサロンの活動をして地域
の居場所となっています。代表の延
藤さんの編集による映像と解説が歌
ごえサロンを盛り上げ、先生を招い
て行う健康体操は本格的！サロンの
活動が終わる頃に、富士見町自治会
館の駐車場に移動販売車が来る日も
あります。高台でバスが通っていな
い事情から住民の助けになっていま
す。「ご近所さん同士の顔が見え
て、ゆる～く手を繋いでいるような
町にしたい」と話す延藤さん。コ
ミュニティーの守り立て役として、
サロンの更なる活躍に期待が高まり
ます。

場　所
富士見町6-7 富士見町自治会館

歌ごえサロンの様子

毎週月曜日

第１・３水曜日

第２・４火曜日

第２・４水曜日

第１～４木曜日

13:00～15:00

13:00～16:00

10:30～12:00

13:00～16:00

曜　日
富士見ふれあいサロン開催日

時間帯 内　容

10:00～11:00

健康麻雀

健康麻雀

お茶会

歌ごえサロン

健康体操

日　時　７月25日（木）・７月29日（月）
　　　　午前９時30分～午後3時30分
場　所　浅川市民センター１階 会議室

コーラスの練習中♪

フラワーアレンジメント
の様子

炊き出し訓練の様子



⑴　自助具について理解を深める
対　象　市内在住・在学の中学生～高校生
日　時　8月2日（金）午後1時30分～4時
場　所　ボランティアセンター　会議室
内　容　体が不自由な人でも使いやすい道具
　　　　（自助具）の作成
服　装　動きやすく、汚れても大丈夫な服装
参加費　300円（材料費代等）
定　員　先着20名
申込み　7月1日（月）～　電話にて

　夏休みを利用して、市内の高齢者施設・障がい者施設、保育園、
幼稚園、学童保育所などでボランティア活動をしませんか？初めて
のボランティアでも大丈夫です！新たな自分になれるチャンスで
す！この機会を利用してぜひ参加してみてください♪

対象　市内在住・在学・在勤の方
　　　（中学生～おおむね30歳までの方）
申込み受付期間　～8月9日（金）
活動期間　7月16日（火）～8月31日（土）
費用　300円（ボランティア保険料）※中学生は無料

⑵　防災について考える
対　象　市内在住・在学の小学生
　　　  （必ず保護者が同伴）
日　時　8月7日（水）午後1時30分～4時
場　所　ボランティアセンター　会議室
内　容　災害時用防災椅子の作成
服　装　動きやすく、汚れても大丈夫な服装
参加費　300円（材料費代等）
定　員　先着15名（保護者を含め30名）
申込み　7月1日（月）～　電話にて
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学生向け！夏休み特別講座を実施します♪

夏休み体験ボランティア

夏休み特集♪

　夏休みにぜひ、福祉や防災について考えてみませんか？学生を対象として夏休み特別講座を実施します！

市民力支援課(ボランティアセンター)　☎648-5776　FAX648-6332問合せ

　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、在学の方で全日程参加
できる方
定　員　先着30名
受付開始日　8月1日（木）
費　用　300円（ボランティア保険料）
場　所　ボランティアセンター
　　　　会議室（実習日除く）

「精神保健福祉ボランティア講座」
日程・概要

市民力支援課(ボランティアセンター)　☎648-5776　FAX648-6332問合せ

開催日程 開催時間 概　要（予定）

9月4日（水） 14:00－16:00

14:00－15:00
15:00－16:00
14:00－15:00
15:00－16:00

14:00－15:30
15:30－16:00

14:00－16:15

実習先・時間は
受講生選択

9月11日（水）

9月18日（水）

9月25日（水）

9月26日（木）～
11月5日（火）

11月6日（水）

・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 

・精神障がい者への傾聴
・実習オリエンテーション

・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

・見学実習

・実習の体験報告   
・ボランティアグループ紹介   
・閉講式   

　ボランティアに関する情報をもっと身近にお届
けするためにLINEアカウントを開設しました！
週1回程度、その時々のトピックス、ボランティ
ア活動の募集などをお伝えしていきます！
　登録は、QRコードをスマートフォンで読み込ん
でください。

LINEアカウント
開設しました！

市民力支援課(ボランティアセンター)
☎648-5776　FAX648-6332

問合せ

　高齢者施設での傾聴ボランティアの需要が高まっています。施設内でお話を上手に聴くための方法、技術を勉強し、
傾聴ボランティア活動に活かすための講座です。
講師　認知症介護指導者　奈良田　敬氏　　対象　市内在住、在勤、在学の方で全日程参加できる方
定員　先着30名　　場所　ボランティアセンター会議室
受付開始日　7月16日（火）より　電話にて　　費用　300円（ボランティア保険料）
※この講座は「傾聴講座スキルアップ編」とは別の講座です。

「高齢者施設における傾聴ボランティア講座」

日程・概要
日　程 時　間 内　容 講　師

1日目　8月23日（金）

2日目　8月30日（金）

3日目　9月6日（金）

4日目　10月11日（金）

14：00～14：15 ボランティアセンター職員

14：15～16：15 奈良田　敬氏

14：00～15：45

14：00～15：00

15：00～16：00

16：00～16：15

奈良田　敬氏

15：45～16：00

9月7日（土）～10月10日（木）　施設実習（2日間）　＊受講生選択

ボランティアセンター職員

奈良田　敬氏

ボランティアセンター職員

ボランティアセンター職員

14：00～16：00

ボランティアセンター紹介、講座趣旨説明

高齢者施設での傾聴ボランティアの特徴

ロールプレイング

実習についての心構え

実習について振り返り

グループワーク、ボランティアグループ紹介など

修了式

認知症高齢者への接し方 奈良田　敬氏
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くらしを支えるお手伝い

　社協では、「福祉サービス利用援助事業」（地域福祉権利擁護事業、財産保全・管理サービス）の生活支援員を募集します。
ご興味のある方は、ぜひ募集説明会にご参加ください。
　生活支援員は利用者があんしんして生活できるように、寄り添いながら、日常生活をサポートしています。
　生活支援員の活動を通じて、福祉・介護サービスの知識を身につけたり、市民後見人として活躍するための経験にもつな
がります。

「福祉サービス利用援助事業」とは？？
　市内で在宅生活をされている認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者などで判断能力が十分でない方や、判断能力はあるが、身
体障がいや高齢などで福祉サービスの利用に際し援助が必要な方を対象に、福祉サービスの情報提供や利用の手続き、日常生活に必要
な預金の払戻しなどを行います。

７月17日（水）
①10：00～12：00
②13：30～15：30

７月18日（木）
③10：00～12：00
④13：30～15：30

１．職　　種　生活支援員（登録型）
２．募集人数　10名程度（採用にあたり、面接による選考を行います）
３．活動内容　福祉サービスの利用援助、日常的な金銭管理サービスの
　　　　　　　お手伝い
４．報　　酬　活動費、交通費をお支払いします
５．応募資格
　　（１）八王子市内にお住まいの方
　　（２）月４日以上活動できる方
　　（３）高齢者や障がい者に対する福祉活動に理解と熱意を有し、心
　　　　 身共に健康な方

６．募集説明会
　　日　時　

※電話で申込みのうえ、①～④のいずれかにご参加ください。
　全て同一の内容です。

募集内容

場　所　クリエイトホール10階　第２学習室
　　　　（八王子市東町5－６）

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

募集を

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

　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。自分自身のことや家族のこと、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まで。

2019年 弁護士 司法書士

7月 ９日 16日

8月 13日 20日

9月 10日 17日

専門家による成年後見・権利擁護相談 無料

学習会学習会

【日時】7月16日（火）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　遠藤　靖枝　氏
【申込み】先着30名（電話・FAXにて要予約）

【日時】９月２日（月）午後２時～４時
【場所】大和田市民センター　会議室３（予定）
【講師】落語家　こころ亭久茶（行政書士　木﨑　海洋　氏）
【申込み】先着30名（電話・FAXにて要予約）

私らしい『これから』を考える
　　　　「遺言と任意後見制度」

無料 無料「落語で学ぶ　成年後見制度・相続・遺言」

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

ぜ
ひ
�

ご
参
加

く
だ
さ
い
！

　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。生活費の払い戻しや支払
い等を行います。

　自宅に戻り支援
の内容や払い戻し
た金額を確認し利
用者さんからサイ
ンをいただきます

　社協に戻り、本日の
支援内容を記録、職員
（専門員）へ報告します。
何か困ったことやわか
らないことがあればい
つでも職員に相談する
ことができます。

　利用者さんに同行し銀行
にて払い戻しの手続きをし
ています。

　学習会は年に 3回開催します。
　専門家や職員による講義やグループワークを通して生活
支援員として必要なスキルを身に着けます。また座学だけ
でなく、施設見学や事例発表会なども行っています。

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

☆生活支援員学習会の様子☆

☆活動の様子（一例）☆

★生活支援員さんのお仕事のご紹介★



学 童 保育 レ ポ ー ト
　４月から京王堀之内駅の近く、秋葉台小学校区内に
４カ所めの学童保育所が新規開設されました。秋葉台
小学校を中心に、近隣の別所小・松木小からも子ども
達が通ってきています。
　６月現在、37名の子ども達が在籍し、地域・学校
の枠を超えて仲良く過ごしています。

「おやつを食べたり、室内遊びをする

育成室です。」
「おやつを食べたり、室内遊びをする

育成室です。」 「おいしいおやつをいただきま～す！」「おいしいおやつをいただきま～す！」「ゆったりできる和室もあります。」
「ゆったりできる和室もあります。」

～「新規施設開設！」～

問合せ 総務担当　☎620-7338　FAX623-6421

【募集職種】正規職員(福祉総合職)
【職務内容】市内の地域福祉推進業務全般
【募集人数】若干名
【応募資格】令和元年10月1日から勤務可能な方
・平成2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）。

・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

【募集期間】
7月10日（水）～7月31日（水）必着
※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　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)
日　時　8月10日(土) 午前9時30分～12時10分

福祉総合職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！
場　所　学園都市センター　第1セミナー室
日　時　7月22日(月) 午後6時30分～ 
申込み　電話またはメール（info@8-shakyo.or.jp）

第一次選考日

説明会開催!!

【募集職種】正規職員(学童保育指導員)
【職務内容】放課後児童支援員
【募集人数】若干名
【応募資格】令和元年10月1日から勤務可能な方
・昭和49年4月2日以降に生まれ、児童福祉事業に
　熱意を有する方
・教員免許、または保育士、放課後児童支援員の
　資格を有する方
・ワード・エクセルなどパソコンの操作が可能な方

八王子社協職員募集八王子社協職員募集
私たちの住むまちを、もっともっとよいまちへ！

10月1日から共に働く仲間を2職種募集します!!

福祉総合職ってどんな仕事!?福祉総合職ってどんな仕事!?福祉総合職ってどんな仕事!?

どちらの職種についても、
詳細は7月10日（水）から

ホームページに
アップしますので
ご覧ください。
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　「生活福祉資金貸付制度」は、所得の少ない世帯、障がい者や介護を要する高齢者のいる世帯
に対し、資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、生活の安定と経済的自立を図ること
を目的とした社会福祉制度です。「教育支援資金」はそのなかの一資金で、学生の進学や修学継
続を支援し、自立につなげることを目的とした資金です。
　具体的には一定の所得以下の世帯に対して、高等学校、大学などの入学金や授業料等を貸し
付けします。
　利用に際しては細かな要件がありますので、直接窓口にお問い合わせください。

〈諸注意〉申込み時に民生委員との面談があります。

教育支援資金　教育支援費・就学支度費
資金の目的

教育支援費（授業料等）

貸付限度額 返済期間
○高等学校 月額３万５千円以内
○高等専門学校 月額６万円以内
○短大（専修学校専門課程を含む） 月額６万円以内
○大学 月額６万５千円以内
※ただし、特に必要と認められた場合には１.５倍まで貸付を受けることができます。

就学支度費（入学金）

14年以内

50万円以内

収入総額
1,725,683千円

社会福祉事業 1,470,270,806 1,478,194,268 △7,923,462 44,403,605 36,480,143

公益事業 47,784,667 47,784,667 0 0 0

収益事業 18,336,440 18,336,440 0 0 0

内部取引消去 △11,605,280 △11,605,280 0 0 0

合計 1,524,786,633 1,532,710,095 △7,923,462 44,403,605 36,480,143

流動資産 170,806,581 流動負債 178,504,647
固定資産 1,599,984,228 固定負債 500,865,813
  負債合計(A) 679,370,460
  基本金 3,000,000
  基金 914,379,781
  国庫補助金等特別積立金 348,961
  その他の積立金 135,114,337
  次期繰越増減差額 38,577,270
  純資産合計(B) 1,091,420,349
資産合計 1,770,790,809 負債 ･純資産合計(A+B) 1,770,790,809

（単位：円）

※平成27年度に新会計基準に移行し、新たに法人内での取引（内部取引）を相殺消去するルールが適用されました。

（単位：円）

資
金
収
支
計
算
書

資
金
収
支
計
算
書

資産の部 負債純資産の部
事業区分 収入① 支出② 当期資金収支

差額③（①-②）
前期末支払
資金残高④

当期末支払
資金残高③+④

総
括
貸
借
対
照
表

総
括
貸
借
対
照
表

会費収入
17,925千円

寄付金収入
10,911千円

経常経費補助金収入
215,978千円

受託金収入
1,317,426千円

事業収入
66,089千円

負担金収入
1,411千円

障害者福祉サービス等事業収入
11,629千円

基金受取利息配当金収入
5,675千円

その他の収入
1,970千円

施設整備等による収入
12,700千円

その他の活動による収入
22,293千円

前期末支払資金残高
41,676千円

ボランティア活動
ボランティア登録者数
 5,061 人
ボランティア要請対応件数
 812 件

成年後見制度・権利擁護に関すること
成年後見制度に関する相談件数 1,153件
弁護士・司法書士による専門相談件数 32件
地域福祉権利擁護事業契約者数（援助件数） 149名（8,174件）
財産保全・管理サービス契約者数（援助件数）　４８名（１，５２９件）

生活福祉資金等の貸付について
生活福祉資金貸付決定件数 101 件
緊急小口資金貸付決定件数 0 件
学習塾・受験費用貸付決定件数 460 件
住宅支援給付支給決定件数 33 件

ご協力ありがとうございました ご活用ください！
寄付金額（件数）
　　　　　　16,942,698 円 （175 件）
会員会費（件数）
 13,800,201 円（17,030 件）

家事援助サービス（うぃずサービス）

地域での活動を応援しています！

活動件数 9,903 件
利用会員数  270 人
協力会員数  199 人

高齢者サロン支援団体数　 169 団体（新規 27 団体）
子育てサロン支援団体数 10 団体（新規 2 団体）
住民主体の生活支援サービス 18 団体（新規 8 団体）

調査を受けてくださった方に参加いただきました。
1,036名の方々にご協力いただきました。

ひとりぐらし高齢者実態調査数 13,565 件

ひとりぐらし高齢者昼食交流会参加者数
2,547 人

人件費支出
1,311,759千円

事業費支出
246,384千円

事務費支出
56,231千円

納付金支出
1,446千円

助成金支出
40,436千円

負担金支出
1千円

施設整備等による支出
12,140千円

予備費支出
12,666千円

その他の活動による支出
41,502千円

事業税支出
3,118千円

令
和
元
年
度
予
算

手話通訳・要約筆記協力者派遣件数
 1,763 件
車いす貸出件数
 2,303 件

支出総額
1,725,683千円

平成30年度事業報告
（主な事業実績）

平成30年度決算報告

～生活福祉資金教育支援資金貸付のご案内～

早めにご相談
ください

生活支援相談担当　☎620-7282　FAX622-2701問合せ

手続きに時間が
かかります

（70 才以上対象）

（70 才以上対象）



★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177号 2019年（令和元年）7月1日

第6回はちおうじ
福祉歌踊まつり開催

うぃずサービス
協力会員登録説明会の開催

総務担当 ☎620-7338問合せ

　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。
　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　7月23日（火） 午前10時～正午
場　所　大和田市民センター 3階 会議室1（大和田町5-9-1）
申込み・問合せ　支えあい推進課　うぃずサービス
 ☎649-5010　FAX649-8478

　八王子市内には、約 80 もの社会福祉法人が活動しており、そ
こには、数多くの専門性を有する設備や職員を有しております。
　多くの法人では、それぞれ培ってきたノウハウや施設を、地域
ニーズに応じて、地域に提供しています。

問合せ：最寄りの地域福祉推進拠点まで

開催日時　7月6日（土）
場　所　いちょうホール（小ホール）
　　　　八王子市本町24番1号
開　場　午前9時30分
内　容　カラオケ・踊りあわせて
　　　　160曲を発表いたします。
入場料　無料
　　　　みなさんお気軽にご来場ください。
問合せ　市民力支援課(ボランティアセンター)
　　　　☎648-5776　FAX648-6332

〇助 成 先：八王子ブラインドダンスサークル
〇助成事業：創設 5 周年記念ダンスパーティー事業
〇助成金額：143,000円

アイバンク福祉基金
助成報告

　様々な奉仕活動をしている、東京八王子中央
ライオンズクラブ様からの寄付を原資として行
う、「視聴覚障害者アイバンク福祉基金助成事
業」の令和元年度助成先が決定いたしました。

　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　令和元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、社会福祉協議会（市役所8階）、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、7月22日から8月23日までに申込書に必要書類を
添えて、ボランティアセンター窓口へ

総務担当
☎620-7338　FAX623-6421

問合せ

ご寄付のご報告（H31年 3月 16日～ R1年 6月 14日・敬称略）

●一般寄付
❖10万円以上❖

八王子防犯健全協力会（子どもたちのために）
信松院はなまつり奉賛会
あみものグループ
東京八王子中央ライオンズクラブ
（視聴覚障害者・アイバンク福祉基金）
匿名1件（子どもたちのために）
市民センター等公共施設36ヶ所募金箱
（災害ボランティアリーダー支援金）

❖５万円以上❖
北野地区住民協議会　
国際ソロプチミスト八王子　会長　小泉安枝
八王子市仏教会
はなこの会　
匿名1件　

❖１万円以上❖
八王子市農業協同組合　由木会
髙野延孝
浄土宗八王子組寺庭婦人会
めぐみ野会　
八王子陶芸クラブ　代表　工藤孝生
医療法人社団 永生会 永生病院
マルベリー東京パイロットクラブ
（障がいのある方たちのために）
上川三町会ゴルフ部　
匿名2件
社会福祉法人八王子市社会福祉協議会
窓口6ヶ所募金箱
（災害ボランティアリーダー支援金）

❖１万円未満❖
株式会社くらしの友　八王子営業所
上村秀如
ボランティアセンター　窓口募金箱
有限会社村田石油
うたの駅　お客様一同
せいがの森こども園
2018年度すいすい組保護者一同
中田雅子
峠の倶楽部　西山康永
みんなのサロン長房スタッフ一同
株式会社大沢屋商店
匿名5件

合計　37件　1,205,376円

●物品寄付
環境と資源を守る会：車椅子5台
ジェイビルジャパン株式会社：車椅子1台
長谷川信夫：衣類等多数
網野貴美子：雑巾多数
明治神宮崇敬会八王子支部婦人部：洗剤セット20個
淺川宏：介護用品多数
降籏睦：中古車椅子1台、介護用品8点
ウエルシア薬局株式会社：食品多数
環境を守る会：車椅子1台
株式会社大沢屋商店：文具多数
立川利子：毛糸
石川精司：中古車椅子1台
廣田哲子：小物類多数
鈴木アサ子：介護用品4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6点
介護用品3点
介護用品5点
介護用品16点
介護用品2点
毛布2枚
食器16点
文具15点
文具多数
毛糸
はぎれ
毛糸、布切れ
刺繍糸多数
小物類多数
パイプ椅子7脚

合計　30件

〇助成金額　1件75万円以内
〇募集期限　8月1日（木）必着

　積極的に社会貢献活動を展開している㈱村内
ファニチャーアクセス様の寄付金を原資に、助
成事業を行います。詳細は、ホームページ、ま
たは下記連絡先までお問い合わせください。

総務担当
☎620-7338　FAX623-6421

問合せ

社会福祉の推進に向けた
物品購入費の助成を行います

地域のささえあい、
　たすけあい活動を応援します

☎649-8477 FAX649-8478
問合せ

「太陽おどりでけんこう体操」に続く♪

第2弾♪
はちバスけんこう体操が出来ました!!

～ はちバス健康体操 開催♪ ～

DVD　1 枚 300 円
ボランティアセンター、各地域福祉
推進拠点の窓口で扱っています。

日　程　７月 17 日 ( 水 )・22 日 ( 月 )
時　間　午前 10 時～正午
開催地　地域福祉推進拠点 川口
　　　　( 川口町 908-1 川口事務所 2 階 )
申込み　☎652-9116　FAX 652-9226

支えあい推進課

学童保育所 夏休み短期アルバイト募集
～キラキラした子ども達の笑顔に出会いましょう～

こんな方が活躍しています!
・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　保育業務補助（1～6年生の児童）　
場　所　市内43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　有資格者1,105円（無資格者1,025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

学童保育課 ☎620-7284問合せボランティアセンター ☎648-5776  FAX648-6332問合せ

地域の頼れるチカラ　～社会福祉法人～

子育て応援ひろば　　　 てんとうむし 
☎673-5033（火～土曜日　午後1時～6時）

問合せ

　社会福祉法人　同胞援護婦人連盟（館町）は、児童福祉に関する事業を中
心に市内で活動しています。西八王子駅南口より徒歩２分のビル（八王子保育
専門学院）の１階を借りて、地域の方々に役立つ取組みを数多く実施してます。
　５月より乳幼児やその親の“癒しの場”を毎週水曜日午前１０時～正午に提
供してます。お気軽にお越しください。

その一例


