
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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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!!

第 1 8 0 号 2 0 2 0 年（ 令 和２年 ）3 月 3 1日 （ 1 ）

　令和２年４月１日現在71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。５～６月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。

民生委員が訪問調査を実施します

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

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、掲載しているイベント等をやむを得ず延期・中止する場合が
ありますので、決まり次第ホームページなどでお知らせいたします。皆様のご理解ご協力をよろしくお願いいたします。

問合せ 支えあい推進課　☎649-8477　FAX649-8478みなさんの身近に…
CSW（コミュニティソーシャルワーカー）がいます

　CSWは断りません。 どんな相談でも構いませんので、
ご活用ください。

【こんなことありませんか…？ 】
・どこに相談したらいいかわからない
・些細な困りごとだけど相談して大丈夫かなぁ
・近所に心配な人がいるがどうしたらいいかわからない
・地域で活動してみたいがどこから始めたらいいか？ 等
　地域福祉の専門職であるCSWがお話をお聞きし、関係
機関や地域と連携しながら、課題の解決を目指していき
ます。

※開所時間　月曜～土曜日　午前 9 時～午後 5 時

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
恩方 恩方事務所1階 ☎659-1107

☎649-3228
台町 台町市民センター1階 ☎649-6955
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

NEW!

NEW!

ここは なんでも相談窓口

台町（3/1） 、 恩方（4/1） に
新しい地域福祉推進拠点ができました。

地域の 柏原 CSW
由木東拠点

関根 CSW
由木拠点

大和田拠点
渡邉 CSW

船越 CSW
台町拠点

渡辺 CSW
石川拠点

村上 CSW
由井拠点

宮本 CSW
浅川拠点

恩方拠点
馬場 CSW

中島 CSW
川口拠点

わたしたちがＣＳＷです

★

★

【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 44 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 1,090 円～ 1,170 円　※令和 2 年 4 月 1 日～
【申込み】まずは、下記電話番号に連絡してください。
　　　　 お住まいを確認して区域担当者を紹介させていただきます。

学童保育所の保育スタッフ募集（アシスタント職員）

問合せ 学童保育課　☎620-7284

対象年齢や内容は問いません。
地域の人に寄り添い、一緒に考えていきます。



（ 2 ） 第180号 2020年（令和２年）３月31日

【社会貢献活動推進プログラム】
（1）多様な人が暮らしていることを知る（福祉体験学習）
　  　地域には、高齢者や障がいを持つ方が生活しています。高齢者疑似体験や

車いす体験、当事者の講話など、まずは「知る」ことから始めてみませんか？
～プログラム例～
　①高齢者疑似体験
　②アイマスク体験
　③車いす体験
　④障がい当事者講話

（2）場所の提供
　  　八王子市内の障害者施設などで作っている製品の販売場所を提供して

いただくことで、地域や福祉施設との繋がりを持つきっかけとなります。
～プログラム導入の流れ～

　  　相談→実施場所の視察→実施施設の検討・相談　
　　　→企業と実施施設顔合わせ→実施

（3）使用済み切手を集める
　　　集めていただいた切手は、社協で換金して地域福祉推進
　　事業の財源として活用しています。

（4）八王子市内福祉施設でボランティア活動を行う
　　　３～５人１組で、実際に施設で活動を行います。

（5）寄付
　　　現金、物品などの寄付を受け付けています。現金の場合は、
　　税制上の控除を受けられる場合があります。

（6）「チャリティー自販機」の設置
　　　自動販売機を設置していただき、その収益を障害者福祉
　　団体や福祉イベントへの助成、社協の福祉事業の資金とし
　　て活用します。

企業向け社会貢献活動推進プログラム
企業として地域とつながり、社会貢献活動を行うことで、企業の信頼性の構築、企業価値や組織力の向上につながります。
八王子社協では、ボランティア活動や地域福祉と関わるきっかけをつくるプログラムを提案いたします。お気軽にご相談ください。

● 対象：市内在住、在学、在勤の方
● 開催時間：午後2時～4時（開場：午後1時30分）
● 日程・場所・募集人数：
　 6月11日（木）子安市民センター　先着80名
　 6月12日（金）南大沢市民センター　先着60名

● 内容：よき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
● 受付開始日：5月7日（木）　午前9時～
● 費用：無料

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

申込み・問合せ

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

傾聴ボランティア講座（基礎編）

※その他、企業の特性に合わせて相談に応じていきますので、
　お気軽にご相談ください。

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、技術を学びます。

※基礎編受講者に対して8月下旬より開催す
る「傾聴ボランティア講座スキルアップ
編」をご案内します。

※令和2年8月下旬より高齢者施設における
傾聴ボランティア講座の開催を予定して
います（この講座は基礎編を受講しなく
ても申込できます）。

加入を受付けています！
令和2年度ボランティア保険 ■問合せ・受付窓口

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。

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

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　浅川

地域福祉推進拠点　大和田

地域福祉推進拠点　由井

☎648-5776 

☎679-2445

☎649-3390

☎652-9116

☎629-9444

☎649-3228

☎683-2111

FAX 648-6332
横山町11-2　金子ビル４階
FAX 682-5540
南大沢2-17-5 (地域子ども家庭支援センター南大沢内)

FAX 649-2850   
石川町481　石川事務所2階
FAX 652-9226
川口町908-1　川口事務所2階
FAX 629-9445
高尾町1652-1　浅川市民センター1階
FAX 649-3229
大和田町5-9-1　大和田市民センター3階
FAX 683-2112
片倉町702-1　由井市民センター1階

地域福祉推進拠点　由木

地域福祉推進拠点　由木東

地域福祉推進拠点　台町

地域福祉推進拠点　恩方

社協　事務局

浅川地区社協

☎670-9885 

☎682-4885

☎649-6955

☎659-1107

☎620-7338

☎667-5669

FAX 670-9886
下柚木2-10-6 由木中央市民センター1階
FAX 682-4886
鹿島111-1　由木東事務所1階
FAX 649-6951
台町3-20-1　台町市民センター1階
FAX 659-1108
下恩方町3395　恩方事務所1階
FAX 623-6421
元本郷町3-24-1　八王子市役所８階
FAX 667-5669
高尾町1735-1

入れ歯で世界に、地域に貢献！？

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）
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。

問合せ 総務担当　☎620-7338　FAX623-6421

回収ボックス設置場所 ご寄付ありがとうございました！

平成31年2月6日～
　　　令和2年1月29日分

回収期間

市内社会福祉事業還元額
０．３２９㎏　/ 46,878円

　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。

　令和2年度のボランティア保険(補償期間：2020年4月1
日から2021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。

活動中のケガや事故に備えて
ご加入をお願いします

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!
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★「生活支援員」「市民後見人」を募集します★

「生活支援員」とは？

～　八王子市内で暮らす方の“あんしん”を支えてみませんか？　～

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

問合せ

　成年後見・あんしんサポートセンター八王子では、「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・
管理サービス事業）」を行っています。この事業は自宅で生
活されている方で、認知症や知的障がい、精神障がいなどで
判断能力が十分でない方、もしくは身体障がいや高齢により
ご自身での手続きが困難な方を対象としています。
　「生活支援員」はこの事業の担い手です。利用者が安心し
て生活できるよう寄り添いながら日常生活を支えます。主な
支援内容は、定期的に自宅を訪問し、福祉サービスの利用相
談や日常生活に必要な支払いなどを行います。

【専門家による成年後見・権利擁護相談】
　毎月第２・第３火曜日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。

「市民後見人」とは？
　成年後見制度は認知症や知的障がい、精神障がいなどで判
断能力が十分でない方を対象に、家庭裁判所が権利や財産を
守る援助者を選び、その方が地域で安心して暮らすことがで
きるよう支えていく制度です。
　援助者には親族や専門職（弁護士・
司法書士・社会福祉士など）、市民後
見人が選任されます。
　「市民後見人」とは、親族以外の市
民による後見人のことをいいます。特
別な資格は必要ありません。

 2020年 弁護士 司法書士
 4月 14日 21日
 5月 12日 19日
 6月 9日 16日

【募集要項】
　１．職　　種　　生活支援員（登録型）
　２．募集人数　　10名程度（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
　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、心身ともに健康な方

【生活支援員募集説明会】※要予約
　日　時　いずれかの日程にご参加ください。
　　　　　全て同一の内容です。

①5月25日（月）　13：30～14：30
②5月26日（火）　10：00～11：00
③5月26日（火）　15：30～16：30
④5月27日（水）　15：30～16：30

　場　所　八王子市役所　職員会館2階　第3会議室
　申込み　4月1日（水）～5月20日（水）までに下記申込み先へ
　　　　　ご連絡ください。

生活支援員に興味がある方は…

【市民後見人養成説明会】※要予約
　日　時　いずれかの日程にご参加ください。
　　　　　全て同一の内容です。

①5月25日（月）　10：00～11：30
②5月25日（月）　15：00～16：30
③5月26日（火）　13：30～15：00
④5月27日（水）　13：30～15：00

　場　所　八王子市役所　職員会館2階　第3会議室
　対　象　市内在住の方
　申込み　4月1日（水）～5月20日（水）までに下記申込み先へ
　　　　　ご連絡ください。

【市民後見人養成基礎講習会】
　日　時　7～8月のうち5日間
　　　　　（詳しい日程は説明会にてお伝えします）
　場　所　八王子駅周辺（予定）
　対　象　市民後見人養成説明会に参加し、5日間すべての講習

を受講できる方

※基礎講習終了後、専門講習会の受講と実習活動を行っていただ
きます。実習活動とは、左記の生活支援員の活動となります。

市民後見人に興味がある方は…

（※税別）

　運営している事業やサービスなどを、幅広く市民の方に知っ
てもらいたい！そんなとき、社協だよりの広告を活用してみま
せんか？
　社協だよりは、年に４回（7月・10月・1月・3月）発行され、
新聞折り込み等で市内に配布されています。
　詳細はお電話、又は社協ホームページにて
ご確認ください。

総務担当　☎620-7338

無料

社協だよりに広告が掲載できます
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【住民主体による介護予防・
生活支援サービス事業】

　買い物や電球の交換、庭の手入れなど、日常の
ちょっとしたお困りごとを、住民同士で助け合う
取り組みが市内各地で行われています！生活支援
コーディネーターはそのような活動を行う団体の
立ち上げ及び活動の支援を行っています！
《支えあい推進課》�TEL��649-8477
　　　　　　　　��FAX�649-8478

90 歳の方も集う「折り紙教室」♪ 
「ふれあいタッキー」
代表　我妻美枝子さん

活動後のティータイム♪（鈴木さんご夫妻・我妻さん） ＆活動風景

※注　地図：北部圏域①

オール八王子の助け合い

「ふれあいタッキー」
〜立ち上がったきっかけ編〜

平成 29 年（2017）秋
　ファーストアプローチは生活支援コーディネーター(北部圏域担当：小出)

から。　　「地域の助け合い活動応援講座」(※2)に参加された鈴木さん

ご夫妻のお宅を訪問し、ボランティア活動などについてお話を伺いました。

平成 30 年（2018）春 〜平成 31 年（2019）冬
　その後、鈴木さんご夫妻は生活支援コーディネーターの担当圏域外にお引
越しをされたので『お変わりありませんか？』『落ち着いてきました』など電話
で繫がっていましたが・・・なんと！

平成 31 年（2019）３月
　八王子市内で開催されたシンポジウム「自治会加入率100％立川市大山団
地の取り組み」で再会し、鈴木さんから『北部圏域内で支えあい活動を始めて
みたい』と嬉しいお言葉をいただきました！

　同北部圏域内で活動 18 年目のベテラン団体「みつい台ふれあいの会」（※注）の運営スタッフの皆さんの経験談を聞くべく、意見交換会をセッティング
しました。
　地域の中で支えあい活動をする際の＜生活支援 > へのイメージや、具体的にどのように対応しているのか、などについても質問があり、有
意義な１時間でした。新規に立ち上げるにあたり、先輩団体の皆さんのお話しはとても参考になったようでした。後日、「きたご助け合い活動（互
助ネット）の會さんからも「ふれあいタッキー」代表の我妻さんが、活動内容や取り組みへの進め方などについて、直接お話しを伺っています。

➡

➡

➡

➡

「ふれあいタッキー」発足
にむけ始動します！！！

平成 31年（2019）４月
１名→３名→ 6 名と立ち上げ
メンバーが増え・・・
顔合わせ・ 打ち合わせを重ね
ました。

令和元年（2019）5月
「みつい台ふれあいの会」（※注）
の運営スタッフの皆さんとの
意見交換会を開催しました。

令和元年７月
誕生☆彡

困ったときはお互いさま♥地域の支えあい活動
　住み慣れた地域で元気に暮らす！“困った時はお互いさま”精神を活かした「住民同士の支えあい・助け合い」が広がっています。今回はそのような取り組みを行う団体がどのように立ち上がるのか、インタビューをまじえて紹介しています！！

年
齢
を
重
ね
て
も
誰
か
の
役
に

立
て
る
の
は
嬉
し
い
で
す
よ
ね
♡
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番号 圏域 活動団体名 活動範囲

❶ 

北部

みつい台ふれあいの会 みつい台住宅地内

❷ TID お助け隊 都営石川団地内及び近隣周辺

❸ ふれあい タッキー 滝山城址近隣

❹

西部

横川町住宅自治会 横川町住宅自治会内

❺ いきいきらいふの会 原則として、八王子市内

❻ 川口ブラボークラブ 川口町周辺

❼ NPO法人　小津倶楽部 小津町　町内

❽ 川口福寿草の会 川口町周辺

❾ ティータイム「頼もう会」 西寺方町宝生寺団地内

➓ フキノトウ 元木町会

� 高尾台自治会高齢者支援連絡協議会 高尾台住宅

� ネットワークふぁいん美山 美山町内

� おだのみや会 三井緑苑自治会

� みんなの居場所「暖炉」 犬目町周辺

�
西南部

「つくしの会」 西浅川町　町内

� お茶の間「民」（NPO 法人『地域
医療・福祉の明日を考える会』） 館ヶ丘団地内

番号 圏域 活動団体名 活動範囲

�

西南部

めじろ台安心ねっと めじろ台地域周辺

� NPO法人めじろむつみクラブ
（MMC）

めじろ台及び周辺地域を主体に市
内全域

� 摺指町会「お助け事業」 摺指町会内

� NPO法人長寿社会を考える会 八王子市内

� 館ヶ丘自治会 館ヶ丘団地内

� 高尾パークハイツA棟自治会 高尾パークハイツA棟内

� 中央部 きよぴー（清川ハッピーステーション） 清川町及び楢原町のうち太陽町会エリア

�

東南部

片倉台福祉ネットワーク 片倉台自治会内

� 絹一ふれあいネットワーク 絹ヶ丘一丁目自治会内

� どんぐりの会担い手サポートセンター 八王子市東部、東南部

� きたご助け合い活動（互助ネット） 北野台五丁目

� ハモニカ 八王子市東南部周辺

� 北野台助け合いほっとライン 北野台（北野台1〜4丁目）自治会

�

東部

多摩陽光台自治会福祉委員会 多摩陽光台自治会内

� いきいき支援クラブ 萌樹の丘団地内　居住者

� バラエティクラブ八王子 南大沢・堀之内地域

中央自動車道

圏
央
道

西部圏域

北部圏域

東部圏域
東南部圏域

中央部圏域

西南部圏域

高尾

高尾山口

めじろ台狭間
山田

京王片倉

北野

南大沢

京王堀之内

中央大学・明星大学
大塚・帝京大学

松が谷
片倉

八王子みなみ野

長沼

八王子

西八王子 京王八王子

北八王子

小宮

●●
●

●❶

●❸

●❷
●❹

●❻

●❼

●❽●❾
●

● ●
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　北野台 5 丁目で助け合い活動を行っている「きたご助け合い活動（互助ネット）」
の代表 會

かい
正
まさ

樹
き

さんに、団体の立ち上げや活動についてお話しを伺いました。
（東南部圏域担当生活支援コーディネーター：立川） 「きたご助け合い活動」

代表　會正樹さん

Q.広報活動は大事ですよね。
會 さん：ポスターを作成し、周知を図ろうとしましたが、当

時、掲示板が町内に２か所しかなかったんです。掲示する場
所がないとどうにもならないので、スタッフの自宅に小さな
掲示板を作ることにしました。作る際の費用として、八王子
市からの補助金を活用しました。

Q.実際に活動してみて、どんな依頼が多いですか？
　�また嬉しかったことはありますか？
會 さん：生活支援に関しては、庭木

の剪定が多いです。また、長期旅
行中の植木鉢の水やりなども引き
受けたこともありました。その依
頼者の方が「安心して旅行にいけ
た！」と喜んでくれて、地域新聞
ショッパーに投稿してくれたんですよ。それは嬉しかったですね。
だけど、そのショッパーはこの地域に回らなかったけどね（笑）

　熱い思いをもって団体を立ち上げられた會さん。この活
動を通じて近所の方とより密にかかわれるようになったこ
とが嬉しいと笑顔で話してくれました！今回のインタ
ビューを通じて、地域のつながりの大切さを改めて実感す
ることができました！

※1 北五カルチュア
　　  　「きたご助け合い活動」の母体団体です。北野台５丁目住民で、「好

きなことを好きな時にわきあいあいと」をモットーに、教養講座やハイ
キング、子ども向けの手作り遊び教室など、様々な活動をしています。

※2  地域の助け合い活動応援講座
　　  　八王子市が主催する、地域で生活支援（助け合い活動）を行なう為

に必要な基本知識や心構えの習得を目的とした講座です。

Q. きっかけはなんですか？
會 さん：一人暮らしの義母の地域では助け合い活動が盛んでした。それを見

てきたこともあって、住民同士の助け合いが必要だと思うようになりまし
た。そこで、北五カルチュア（※1）の中で新規の活動として助け合い活
動を立ち上げようということになりました。そのタイミングで、たまたま
地域の助け合い活動応援講座（※2）があるのを知って、北五カルチュア
のメンバー5名で参加しました。

立 川：北五カルチュアの田中代表から相談を受け、地域の助け合い活動応援
講座を紹介しました。まさか5名も参加してくれるとは思わなかったです！

Q. 参加してどうでしたか？
會 さん：話を聞いてやるしかないと思いま

したよ。そこから、立ち上げまで早かっ
たです。こういうのは勢いも大事なんで

（笑）。メンバー募集をした際は、21 名
も応募してくれたんですよ。また、この
地域には以前から活動している団体の、
片倉台福祉ネットワークさん、絹一ふれ
あいネットワークさんと立川さんがつな
いでくれました。そこでいろいろ話を聞
けたのは大きかったです。他にもアドバ
イスいただき、大変助かってます。

立 川：いやいや、皆さんが素晴らしいだけです！

Q. これまで困難だったことはありますか？
會 さん：依頼がまったくこなかったことかな。団体を発足してしばらく 2、

3 か月依頼がなかったんですよ。なんで依頼がこないのかスタッフで話し
合った結果、PR 不足があがりました。

右：會正樹さん
左：生活支援コーディネーター 立川

庭木の剪定をするメンバー

困ったときはお互いさま♥地域の支えあい活動
　住み慣れた地域で元気に暮らす！“困った時はお互いさま”精神を活かした「住民同士の支えあい・助け合い」が広がっています。今回はそのような取り組みを行う団体がどのように立ち上がるのか、インタビューをまじえて紹介しています！！

「きたご助け合い活動（互助ネット）」
～ 活動インタビュー編 ～

住民主体の生活支援サービス団体一覧
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学 童 保育 レ ポ ー ト

「今日は工作をしよう～♪」「今日は工作をしよう～♪」 「段ボールのおうちだよ～。」「段ボールのおうちだよ～。」

～工作活動～

「スライム作りをしています☆」「スライム作りをしています☆」

　学童保育所での活動のひとつに「工作」があります。テーマを決めて
それぞれ工夫して作ったり、自分のひらめいたものを作ったりと様々です。
他にも、例えば段ボール等の廃材を利用したリサイクル工作もあります。
子ども達の素晴らしい発想で素敵な作品がたくさん生まれています。

　医師・看護師・リハビリ担当者による、健康に関する講
座や相談会を年3回開催します。
　毎回参加者の方には体組成計を使用し、体内年齢を測
定します。 
　この機会にご自身の身体と向き合ってみませんか？

　平成31年1月より、由井市民センターで始まった「みんなの広場
ゆい」。少しずつ地域のみなさんに知っていただき、最近ではたく
さんのお客さんにお越しいただけるようになりました。
　ラジオ体操や楽しい脳トレからスタートし、楽器演奏やものづ
くり等々その日によって違うメニューを毎回楽しんでいます。

日　時：毎月第１・第３月曜日
　　  　　午前10時～11時45分まで
場　所：由井市民センター調理室（２階）
参加費：1人200円
　　　 （お菓子付き・飲み物おかわり自由）
※どなたでも、どこからでもご参加いただけます
※お子様連れでのご参加もお待ちしております！
※予約は不要です
※内容により事前予約の場合もございます

「みんなの広場 ゆい」は
　　　交流できる、いいところ

5月15日（金）・9月18日（金） ・令和3年2月19日（金）
午後 2 時～3 時 30 分
地域福祉推進拠点川口（川口事務所2階）

ウエストケアセンター（羽鳥・小出）　☎654-5511

日　　時

場　　所

問  合  せ

健康講座開催のお知らせ川口地区
地域福祉推進拠点由井からのお知らせ

だれでも来れる！来ると元気になれる☆

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）
☎683-2111　FAX683-2112

最初は折り紙が中心でした！
恒例のレコード演奏会
ゲームで盛り上がります♪

お正月明け、新年一回目は
お琴の演奏会でした

学童のお子さんや大学生と
一緒にミニ縁日をやりました！

こんなことやりました♪

　特技や趣味を活かしたいけど
どうしたら…という方もぜひお
気軽にご相談ください♪
≪例えば・・・≫
・演奏や歌を聴いてもらいたい！
・手芸が得意だから教えてみたい！
・一芸やマジックを披露してみ
　たい！ など

　今年の認知症のパネル展で
は、認知症の方の介護をされ
ている方の体験などもお伝え
したいと考えています。認知
症の方が一緒に生活できる地
域づくりの参考にご連絡くだ
さい。（窓口、お電話どちら
でもOKです）

< ご意見・問合せ＞地域福祉推進拠点浅川
八王子市高尾町 1652-1 浅川市民センター 1階 ☎629-9444

　　　　　　
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
地域福祉推進拠点浅川

お聞かせ下さい 7月17日（金）～31日（金）
浅川市民センター２階 市民ギャラリー

日時
場所

企画・監修

　昨年７月、浅川市民センターでパネル展を開催し、沢山の方にご覧いた
だきました。また、100名以上の方にアンケートのご協力をいただき、大
変参考になりました。その声をもとに、今年も7月に開催いたします。
　ご本人やご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
いただく機会にしてほしいと思います。ぜひ、この機会にお立ち寄りくだ
さい。

～ご本人やご家族の不安や心の痛みに寄り添うために～
「地域で認知症を考える」

2020年版
パネル展

要　件

勉強お助けサポーター養成講座 説明会  参加者募集！

①市内在住シニアの方②養成講座に全日程参加できる方③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
※市内2カ所で養成講座を開催します！受講希望のお申し込み先にご連絡ください。

勉強を通じて子どもたちと交流♪

★実地研修は地域福祉推進拠点 石川（住所：石川町 481 石川事務所 2 階）で行います。

　勉強お助けサポーターとは地域の子どもたちに勉強を教えるボランティアです。
　「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います！資格や経験は問いません。未経験の方も歓迎します。

まずは説明会へお申し込み、ご参加ください♪

お申込み・お問合せ

由木東市民センター（鹿島 111-1）

地域福祉推進拠点 由木東　☎682-4885　FAX682-4886 地域福祉推進拠点 大和田　☎649-3228　FAX649-3229

≪説明会≫ ５月９日（土）
５月16日（土） 全て

13：30～15：30

全て

13：30～15：30５月23日（土）

５月30日（土）

６月６日（土）
６月20日（土）
６月27日（土）

７月４日（土）

≪１日目≫シニアが勉強を教える心得や意義について
≪２日目≫★実地研修
≪３日目≫実地研修の振り返り、シニアの活躍の場に
 ついて ◎修了式

ボランティアセンター（横山町 11-2 金子ビル 5 階）定員 10 名 定員 20 名



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 875,933 

812,196
88

1,208
4,246
1,029
3,238
2,004
2,102

652
1,486
1,100
1,984
2,515
4,526
4,875
5,637
3,401
3,813

783
4,723
1,178

753
2,548
2,330

140
1,192
6,186

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
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　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
社会福祉協議会　窓口

歳末たすけあい募金

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

4,743,174

114,000

224,500

297,094

36,863

5,415,631

金額（円）

赤い羽根共同募金

種　　別

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

歳末たすけあいバザー純益金

はちおうじ福祉歌踊まつり

前期末支払資金残高

2,142,412

3,253,255

691,512

875,933

-301,580

391,131

51,450

7,104,113合　計

合　計

金額（円）
金額（円）

歳末たすけあい募金
地区連合会

赤い羽根共同募金
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
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

2
5
4
4
5
2
4
3
1
10
5
12
9
11
9
14
11
7
9
7
7

141
46
187

15,000
51,000
40,000
33,000
80,000
25,000
91,317
40,000
10,000
90,544
34,745

225,275
48,000

196,000
64,200

206,944
75,200

252,380
62,750

112,400
62,900

1,816,655
325,757

2,142,412

17,000
66,800
43,000

250,400
236,700
35,000

130,000
141,070
10,000

348,240
194,000
308,775
52,000

412,064
40,500

389,220
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503,003

4,234,512
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　多くの方々にご協力いただき多額の募金が集まりました。暖かいご支援に
心より感謝申し上げます。
　八王子駅前に店舗をかまえる不動産業等を営む株式会社住宅工営様から
100万円の歳末たすけあい募金を社協名誉会
長の石森市長と尾川会長が受領しました。ま
た、従業員とご家族で構成される「家族会」
からも、チャリティー活動として、21万5千
円を頂きました。頂きました募金は地域福祉
などの活動に使用させていただきます。

■ 施設、団体の運営や修繕等
　（保育所や障害者施設の研修費や備品の購入など）
■ 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）
■ 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）
■ 社会福祉協議会の地域福祉活動費
　（ひとり暮らし高齢者の昼食交流会や福祉体験学習会など）

歳末たすけあい募金にご協力いただきました歳末たすけあい募金・
　　赤い羽根共同募金のつかいみち

歳末たすけあい運動・赤い羽根共同募金活動
ご協力ありがとうございました

株式会社 住宅工営 様

❖5万円以上❖
東京八王子西ロータリークラブ 

❖3万円以上❖
東京八王子南ロータリークラブ
東京八王子ロータリークラブ
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
社協学童保育所児童・保護者

❖2万円以上❖
東京八王子東ロータリークラブ

❖1万円以上❖
東京八王子陵東ライオンズクラブ
光明第一保育園
東京八王子中央ライオンズクラブ

❖4千円以上❖
社協職員一同

合計12件　297,094円

❖100万円以上❖
株式会社 住宅工営
白柳雅文

❖50万円以上❖
株式会社 スーパーアルプス代表取締役 松本英男

❖20万円以上❖
株式会社 住宅工営　家族会

❖5万円以上❖
東京八王子ロータリークラブ 
株式会社 エイト　従業員一同代表梅田友章

めじろ台一心会
❖4万円以上❖

清川グランドゴルフ倶楽部
社協学童保育所職員一同

❖2万円以上❖
八王子学校給食調理員部会
創研　うさぎの会
小谷田利郎 
曹洞宗　一歩の会

❖1万円以上❖
マサ子&すぎな会
社協職員一同
横川保育園互助会
市川政雄
匿名1件

城山保育園職員一同
東京八王子高尾ライオンズクラブ

❖5千円以上❖
リサイクルわかくさ
NPO法人八王子共生会議
田中惠美
池田一男
中町育成会

❖5千円未満❖
宮本　剛
はちせいディーフェスタめじろ台

合計27件　3,253,255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、令和2年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

情 報 コ ー ナ ー

（ 8 ） 第180号 2020年（令和2年）3月31日

総務担当 ☎620-7338

ありがとうございました

問合せ

問合せ

日時：5月21日（木）午後1時～4時20分
　　　（開場：正午）
場所：いちょうホール（小ホール）

　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、マジック等を舞台上で繰り広げ、ちぎ
り絵や絵手紙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、自治会などで
イベントの出演者や作品作りの指導者を
お探し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。

問合せ

ボランティアの皆さんが得意の技能・技術を披露

第8回 拓け!センター元気

入場無料！

中央競馬 馬主社会福祉財団 助成事業の募集
　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。

　令和元年12月17日から令和2年2月末日、市役所本庁舎や市役所事務
所・市民センター・地域福祉推進拠点などで、台風第19号における災害
ボランティア活動写真展を開催しました。
　写真展では、市内の甚大な被害状況や全国各地からボランティアが駆け

つけ活躍されたことを初めて知る市民の方も多く、広大
で多様な地域特性を持つ八王子を改めて認識されてい
ました。
　写真展では、来場者にシールを張り付けてもらう災害
意識アンケートをお願いしました。

今年もありがとうございました！

問合せ・予約

ご寄付の報告（令和元年 12 月 14 日～令和 2 年 3 月 17 日・敬称略）

●一般寄付10万円以上❖
❖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

❖40万円以上❖
児島イツエ

❖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
NPO法人つばめ倶楽部

❖10万円以上❖
豊島弘己

平澤優美
児島郁男

❖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❖
三田一郎
川口やまゆり住民協議会
セブンスデー・アドベンチスト八王子キリスト教会　

多摩友の会　大橋佳代子　　　　　　　　　
台風19号災害ボランティアのために
内田絹江
バルベリー八王子実行委員会
山川京子
由木東住民協議会
株式会社ベルク　　　　　　　　　　　　　
ぐりーんうぉーく店　お客様一同
ボランティアセンター　窓口募金箱
匿名2件

❖1万円未満❖
グリーンチャペル
ピアわかくさ利用者・職員一同　　　　　　　　
災害ボランティアのために
長房どんと焼の会　戸井田初男
匿名3件
合計　31件　5,328,856円

●物品寄付
坂本進：アイスクリーム他多数
だんらんの家八王子：介護用品12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18点
寝具多数
寝具多数
衣類多数
文具多数
切手・はがき等多数

布
手芸品・布地・トールペイント材料多数
卓球台1台
合計　12件

●台風19号災害義援金
（令和元年10月16日～令和2年3月17日）

❖3万円以上❖
NPO法人　八王子うらら会

❖1万円以上❖
曹洞宗　一歩の会

❖1万円未満❖
アローレ八王子
合計　3件　52,879円

期間：5月2日（土）～6日（水）
時間：午前10時～午後7時
場所：八王子駅北口西放射線ユーロード
古書店23店舗、福祉作業所などの作品販売、地元
ブースの物産販売、チャリティ古本販売、紙芝居、え
ほん交換会、実施（荒天中止）

八王子古本まつり実行委員会
坂田 ☎090-5308-2197

八王子古本まつり

日時：6 月20日（土） 午前 10 時～午後 4 時
　　　1 枠 30 分
場所：多摩パブリック法律事務所（立川市）
定員：48 名（但し、当事務所のご利用が初め
　　　ての方に限らせていただきます）

〈予約について〉
受付開始：6 月 1 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
無料法律相談会

問合せ

　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。

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）
☎627-9179

　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22日（土）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
護者などから寄せられた募金を寄
付として社協へいただいていま
す。この活動は昭和50年の開園よ
り45年間も続いています。

問合せ 総務担当　☎620-7338　FAX623-6421総務担当　☎620-7338　FAX623-6421
http://www.jra-umanushi-hukushi.or.jp/

第22回

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？
　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18日（月）午前10時～正午
場所：ボランティアセンター５階会議室

支えあい推進課 うぃずサービス
☎649-5010　FAX649-8478

申込み・問合せ

来場者アンケート結果（有効回答数141人　うち女性64％）
質　　問

①

②

③

④

⑤

知っていた

ある

参加したい

被害の大きさまでは知らなかった

ない

どちらでもない

まったく知らなかった

参加したくない

52.0％

ある程度知っていた 27.0％

積極的に参加したい 16.5％

68.7％

54.5％

38.8％

まったく知らなかった 73.0％

条件次第で参加したい 62.1％

31.3％

37.1％

9.2％

参加したくない 21.4％

8.4％

八王子市に被害があったこと

延べ1700名以上の方々が災害ボランティアに参加していたこと

今後災害ボランティアに参加について

自宅周辺をハザードマップ等で確認したこと

防災・減災についてのイベント等への参加について

回　　答

株式会社 村内外車センター様 株式会社 エイト様

災害ボランティア活動写真展 ～開催報告～

多摩パブリック法律事務所
☎042-548-2450


