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ひきこもり

生きづらさを
感じる

ヒアリングループマーク

問合せ　総務担当
問合せ　市民力支援課（ボランティアセンター）
　　　　☎ 042-648-5776　FAX042-648-6332

問合せ　支えあい推進課　☎ 042-649-8477　FAX042-649-8478

問合せ 市民力支援課（ボランティアセンター）
　　　　 ☎ 042-648-5776
         　 FAX042-648-6332

◆10万円以上◆

◆50万円以上◆

◆100万円以上◆

◆1万円以上◆

◆1万円未満◆
◆5万円以上◆

●物品寄付
合計　25件　2,371,202,円

東京八王子中央ライオンズクラブ

楢本汎也

八王子東京パイロットクラブ

八王子いちょうの会 代表 西川フクヨ

ご寄付の報告（令和４年９月１日～令和４年 11月 30日・敬称略）
●一般寄付

合計　50件
ありがとうございました。

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。
◎次号の発行予定日は、令和5年3月31日です。

八木寿男:介護用品6点 

山本茂樹:介護用品2点、肌着3点

小俣髙子:中古車椅子1台

林保男:衣類63点

滝山サロン:キッチン用品40点

清水栄:手作り作品多数

石川武:中古車椅子1台、介護用品1点

松田春江:手作り足カバー多数

以下、匿名の皆さま（34名）から頂きました

日　時
場　所

2月23日(木・祝)～25日(土)　午前10時～午後6時
イーアス高尾　１階　そよかぜ広場（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
の方々が手作りした作品の展示即売会を開催します。クッ
キー、パン、木工品、手工芸などの展示と販売です。
　皆さまのご来場をお待ちしております。

　　　　あけましておめでとうございます。
　皆さまには、穏やかなお正月をお迎えとのこととお慶び申しあげます。　皆さまには、穏やかなお正月をお迎えとのこととお慶び申しあげます。
昨年は、新型コロナウイルス感染症の影響により一変した生活も少しずつ回復の兆しが見
え隠れするようになりつつも、地域の福祉活動などが中止になるなど様々な影響を受けま
した。依然として厳しい状況にもかかわらず、皆さまにはあたたかいご理解とご支援、ご
協力を賜り、厚く御礼申しあげます。
　昨年、はちまるサポート（八王子まるごとサポートセンター）元八王子を新たに開設
し、市内11カ所となりました。引きこもりやヤングケアラーの問題など、社会的課題が多
様化しており、地域福祉推進の重要性がますます高まっております。こうした中、地域の
身近な相談窓口として設置しているはちまるサポートでは、コミュニティーソーシャル
ワーカーを中心に、地域の様々な“困りごと”を受けとめ、地域住民の皆さまと共に地域課題の解決に向け、引き続
き取り組んでまいります。
　本年も地域福祉の充実と発展のため、円滑な運営に努め、皆さまにおいて安心で豊かな暮らしができるよう地域
共生社会の実現に向け、地域福祉事業の推進に努めてまいりますので、より一層のお力添えを賜りますようお願い
申しあげます。
　　結びに、新型コロナウイルス感染症の一日も早い終息を願うとともに、皆さまのご健勝とご多幸を心から　　結びに、新型コロナウイルス感染症の一日も早い終息を願うとともに、皆さまのご健勝とご多幸を心から　　結びに、新型コロナウイルス感染症の一日も早い終息を願うとともに、皆さまのご健勝とご多幸を心から　　結びに、新型コロナウイルス感染症の一日も早い終息を願うとともに、皆さまのご健勝とご多幸を心から　　結びに、新型コロナウイルス感染症の一日も早い終息を願うとともに、皆さまのご健勝とご多幸を心から　　結びに、新型コロナウイルス感染症の一日も早い終息を願うとともに、皆さまのご健勝とご多幸を心から　　結びに、新型コロナウイルス感染症の一日も早い終息を願うとともに、皆さまのご健勝とご多幸を心から　　結びに、新型コロナウイルス感染症の一日も早い終息を願うとともに、皆さまのご健勝とご多幸を心から　　結びに、新型コロナウイルス感染症の一日も早い終息を願うとともに、皆さまのご健勝とご多幸を心から　　結びに、新型コロナウイルス感染症の一日も早い終息を願うとともに、皆さまのご健勝とご多幸を心から　　結びに、新型コロナウイルス感染症の一日も早い終息を願うとともに、皆さまのご健勝とご多幸を心から　　結びに、新型コロナウイルス感染症の一日も早い終息を願うとともに、皆さまのご健勝とご多幸を心から　　結びに、新型コロナウイルス感染症の一日も早い終息を願うとともに、皆さまのご健勝とご多幸を心から　　結びに、新型コロナウイルス感染症の一日も早い終息を願うとともに、皆さまのご健勝とご多幸を心から　　結びに、新型コロナウイルス感染症の一日も早い終息を願うとともに、皆さまのご健勝とご多幸を心から　　結びに、新型コロナウイルス感染症の一日も早い終息を願うとともに、皆さまのご健勝とご多幸を心から　　結びに、新型コロナウイルス感染症の一日も早い終息を願うとともに、皆さまのご健勝とご多幸を心から　　結びに、新型コロナウイルス感染症の一日も早い終息を願うとともに、皆さまのご健勝とご多幸を心から　　結びに、新型コロナウイルス感染症の一日も早い終息を願うとともに、皆さまのご健勝とご多幸を心から　　結びに、新型コロナウイルス感染症の一日も早い終息を願うとともに、皆さまのご健勝とご多幸を心から　　結びに、新型コロナウイルス感染症の一日も早い終息を願うとともに、皆さまのご健勝とご多幸を心から
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第45回　社会福祉施設等手作り作品展示即売会
～笑顔の輪　楽しい出会い　いい明日で！～

第45回　社会福祉施設等手作り作品展示即売会
～笑顔の輪　楽しい出会い　いい明日で！～

新年のご挨拶

八王子市少林寺拳法連盟
会長　石間信一:車椅子5台

社会福祉法人八王子市社会福祉協議会　　　　　　　　　
会長　　赤澤　　将　　　　　　　　　

川口やまゆり住民協議会ゴルフ会
会長　小田島英一

ボランティアセンター南大沢分室
窓口募金箱

木下サーカス株式会社
代表取締役社長 木下唯志:
木下大サーカス福祉招待券1000枚

塚島敬一郎

JA八王子ゴルフ会

匿名1件

ボランティアセンター　窓口募金箱

マルベリー東京パイロットクラブ

張昱

上川中部ゴルフ会 

八王子古本まつり実行委員会

匿名2件

☎ 042-620-7338

伊藤春彦:子供用品多数

狭間福楽会:雑巾120枚

森田忠久:日用品等16点

一市民:携帯型ヒアリングループシステム

傾聴ボランティアグループ「こころ」:雑巾、布マスク

松村健晴:中古車椅子1台

車椅子

介護用品

寝具

衣類

食品(食器・キッチン用品・飲料・野菜・お米等)

文具(半紙、コピー用紙、鉛筆)

手芸用品(毛糸)

子供用品

日用品(タオル、雑巾、マスク、消毒液等)

地域の身近な相談窓口

『 はちまるサポート（八王子まるごとサポートセンター）』

元八王子担当 CSW　上里 （写真 : 左）　岩田 （写真 : 右）　

CSW（コミュニティソーシャルワーカー）
がお話を伺います

地域で生活していく中で、どこに相談すればよいか分からない
「福祉の困りごと」を、身近で気楽に「丸ごと」相談できます。
地域の方々や関係機関と連携しながら、問題解決に向けて
一緒に考えていきます。

　内容・年齢問わずご相談をお受けしています。相談費用は
無料で秘密は守られます。
お気軽にお近くの “はちまるサポート”までご連絡ください！

「地域共生のまちづくり推進フォーラム」開催
誰もが安心して暮らせるまちづくりについて、一緒に考えて
みませんか？？詳しくは、7面をご覧ください。

『はちまるサポート』は市内に11カ所 開設しています！

お近くの『はちまるサポート』は
二次元バーコードよりご確認ください。

『はちまるサポート元八王子』
042-686-2280
042-686-2281
sasaeai-motohachi@8-shakyo. or.jp
大楽寺町 419 番地 1　元八王子事務所内

T E L
FAX
メール
住 所

どこに相談すればいいか分からない
「困りごと」

ひとりで悩まず、ご相談ください

どこに相談すればいいか分からない
「困りごと」

ひとりで悩まず、ご相談ください

生活が大変

孤　独

お知ら
せ

携帯型ヒアリングループシステムを
貸し出します！

福祉機器 無料貸出

貸出品（市民の方よりご寄贈いただきました） 

本機 有線マイク20m可動型ドラム式ループアンテナ

対　象 市内在住・在勤・在学の方に対して、学習文化活動を行う団体。
　　　　ただし、営利・政治・宗教を目的とする場合は利用できません。
申込み　使用日の1か月前までにお電話にてご相談ください。

物品寄付についてのご案内
・原則 新品・未開封のものに限ります。
 ・いただいたご寄付は、市内の福祉施設等で活用させていただきます。
※活用先が見つからない場合には、お断りする場合がございます。

11カ所目の『はちまるサポート』がオープン！！

磁気コイル付補聴器や人工内耳を
使用されている方に音声を効果的に伝えるための

聴覚支援システムです。

ヒアリングループとは？

株式会社マトリックスレジデンシャル
代表取締役　湊正明

東京八王子陵東ライオンズクラブ
和装支部

多摩養育園福祉まつり
大会長　足利正哲

匿名4件 

大横保健福祉センター　募金箱

ななちく

7月1日 ⁄ 10月1日 ⁄ 1月4日 ⁄ 3月31日　年4回発行

発行
社会福祉法人
八王子市社会福祉協議会

〒192-8501
八王子市元本郷町三丁目24番1号　八王子市役所内
電話／042-620-7338　FAX／042-623-6421
メールアドレス／info@8-shakyo.or.jp

HP▶https://www.8-shakyo.or.jp/
二次元バーコードでホームページに簡単アクセス!!第第111111111909090909090909090909090909090909090909090909090909090909090909090909090号号号号号号号号号号第190号第190号

FSC®森林認証紙を使用しています。

第1 9 0号第1 9 0号 2023 年（令和 5年）1月 4日（8） 2023 年（令和 5年）1月 4日  （1）この広報紙は、地域ささえあい募金からの配分金などにより発行しています。
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砂場遊びは、子どもの発達や成長を促す効果があると言われ、一人でも複数人でも楽しく遊ぶことができます。みんなで
山を作ったり、団子を作ったり、おままごとをしたり、創造力を膨らませながら無限に遊びが広がります。友だちとの共同
作業や物の貸し借りを通してコミュニケーションを深め合う場にもなっています。

　ひきこもりや心の病などの課題を抱えた 50 代の子どもと 80 代の
親の世帯の課題を指摘する「8050問題」をはじめ、親の介護と子育ての
「ダブルケア」、ゴミ屋敷にひきこもる人など、地域ではこれまでの対象者
ごとの制度やサービスだけは解決が難しい、狭間の課題が噴出してき
ています。また、全国的に地域でのつながりの希薄化が進んでいます。
　このような地域社会の変容、福祉ニーズの増大と多様化、人口減少社
会の到来などを踏まえ、本会では八王子版の「地域共生社会」の実現に
向け、「第 3次地域福祉推進計画」を推進しております。その計画の進
捗状況を把握し、点検・評価を推進委員会で行っております。

「おままごと中で～す！」 「お団子できたよ～☆」 「誰が最初に砂山を崩すか決めよう！
じゃんけんポン！」

問合せ　学童保育課　☎ 042-　学童保育課　☎ 042-620-7284　FAX 042-625-3580

対　象
内　容
場　所
勤　務
給　与
申込み

18 歳以上の方（高校生不可、定年あり）
保育業務補助（小学 1～ 6年生の児童を対象）
八王子市内の本会が運営している学童保育所
週 2日以上勤務できる方（土曜勤務相談）
時給 1,130 円～ 1,210 円　
下記連絡先までお電話ください。

：
：
：
：
：
：

★学童保育所の保育スタッフ募集★ アシスタント職員

チャリティイベントのご案内

第3次　いきいきプラン八王子

「学童保育レポート」

ー八王子市地域福祉推進計画ー

問合せ　総務担当　☎ 042-　総務担当　☎ 042-620-7338　FAX 042-623-6421　　  info@8-shakyo.or.jp　FAX 042-623-6421　　  info@8-shakyo.or.jp　FAX 042-623-6421　　  info@8-shakyo.or.jp　FAX 042-623-6421　　  info@8-shakyo.or.jp　FAX 042-623-6421　　  info@8-shakyo.or.jp

問合せ

推進委員会の市民委員を募集します！
1 名
18歳以上で市内在住・在勤・在学の方
1年間（※年3回程度の会議があります )
作文
「地域福祉を推進するうえで自らが実践
できることについて」800字程度
住所・氏名・電話番号・生年月日を明
記のうえ、郵送、メール、または持参
(1月 31日 ( 火 ) 必着 )

募集人数
応募資格
任　　期
選考方法
課　　題

提出方法

：
：
：
：
：

：

うぃずサービス

問合せ

あたたかいお気持ちに感謝

授賞式を開催令和�年度

曲目

第1 9 0号 2023 年（令和 5年）1月 4日  （3）第1 9 0号 2023 年（令和 5年）1月 4日（2）
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4月6日(木)に東京八王子中央ライオンズ
クラブ主催チャリティコンサートが開催！
　　　プッチーニ作曲『トゥーランドット』
　　　より“誰も寝てはならぬ“
　　　ヴェルディ作曲『椿姫』よりアリアと
　　　二重唱その他、古関裕而メドレー、

カンツォーネ等、、 ♪
八王子出身ソプラノ歌手山口佳子がお届け
する歌とお喋りのハートフルコンサート！
　大好評を得て、オペラ界のトップスター
樋口達哉が再びゲストに登場！！

令和4年11月17日に、八王子の地域福祉に貢献された方へ感謝の意を伝えるため、「令和４年度 社会福祉法人八王子市社
会福祉協議会 授賞式」を学園都市センターで開催しました。今回は、令和3年9月1日から令和4年8月31日を対象期間とし、
個人20名・33団体へ表彰状・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から、日頃の福祉への貢献に対する感謝の言葉が述べられ、出席者
一人一人へ賞状が手渡されました。

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）

「おままごと中で～す！」 「お団子できたよ～☆」 「誰が最初に砂山を崩すか決めよう！
じゃんけんポン！」

問合せ

★学童保育所の保育スタッフ募集★ アシスタント職員

チャリティイベントのご案内

第3次　いきいきプラン八王子

「学童保育レポート」

ー八王子市地域福祉推進計画ー

問合せ

問合せ　総務担当　☎ 042-　総務担当　☎ 042-620-7338　FAX 042-623-6421

推進委員会の市民委員を募集します！
募集人数
応募資格
任　　期
選考方法
課　　題

提出方法

：
：
：
：
：

：

20 歳以上の方
１月18日(水) 午前10時～正午
ボランティアセンター会議室（横山町 11-2 金子ビル 5階）
下記連絡先までお電話ください。

対 　 象
日 　 時
場 　 所
申 込 み

：
：
：
：

うぃずサービス

協力会員登録説明会の開催

問合せ　支えあい推進課　うぃずサービス　☎ 042-　支えあい推進課　うぃずサービス　☎ 042-649-5010　FAX 042-649-8478

あたたかいお気持ちに感謝

授賞式を開催令和�年度

曲目
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Ch
eck

オンラインで本会へ寄付が出来ます！

社会貢献型自動販売機の紹介

クレジットカードで寄付が出来るようになりました！
キャッシュレス決済サービス Syncable（シンカブル）を使用した寄付になります。

右記の二次元バーコードを読み込んでく
ださい。
オンラインクレジット決済システム「シン
カブル」のページに移動します。

　社会貢献型自動販売機は、本会が市内の企業向けに
提案している「社会貢献型プログラム」の一つです。
企業・法人の皆さまに自動販売機を設置していただき、
その収益の一部を本会の地域福祉事業の資金として活
用させていただきます。ジュースを飲むことが地域貢献、
福祉活動につながります！
　どなたでもお気軽に地域貢献していただけます。
少しでも興味がある方は、下記連絡先までお問い
合わせください。

　本会では、車いすを必要とする方に無料で貸し出しています。年々需要が高まって
おり、貸し出し用の車いすが不足しています。不要となり、まだ使用が可能な車いすを
お持ちの方がいらっしゃいましたら、ご提供いただけると助かります。
　ご提供いただける方は、下記連絡先までお電話ください。

←自動販売機には左の
ステッカーを貼らせて
いただいています。

本会に協力したい！地域活動を応援したい！と思ったときにスマートフォン・PCから手続きが可能です！

簡単なので

ぜひご活用ください
！！

寄せられたご寄付は、
寄せられたご寄付は、八王子の地域福祉の推進に役立てられます

クレジットカードでの
お支払いはこちらから

問合せ　総務担当　☎ 042-　総務担当　☎ 042-620-7338　FAX 042-623-6421

問合せ　総務担当　☎ 042-　総務担当　☎ 042-620-7338　FAX 042-623-6421

問合せ　市民力支援課（ボランティアセンター）　☎ 042-　市民力支援課（ボランティアセンター）　☎ 042-648-5776　FAX 042-648-6332

『社会貢献型自動販売機』とは？
　裏高尾町にある特別養護老人ホーム「清明園」の移転
新築の際に、従業員向け自動販売機を「社会貢献型自動
販売機」として設置いただきました。福祉事業を実施
されていますが、あらたな地域貢献、福祉活動への取組
として自動販売機を導入していいただきました！

特別養護老人ホーム「清明園」に設置しました！！

自動販売機で社会貢献☆

本会では企業・法人向けにSDGsやCSR活動のきっかけとして
自動販売機による地域福祉活動を推進しています。

飲んで私も福祉に参加！
自動販売機を活用した地域貢献活動に取り組みませんか

募集中！

日　時：２ 24
場　所：
講　師：
申込み：

日　時：2 9
場　所：
講　師：

申込み：

成年後見制度学習会

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

無料

専門家による成年後見・権利擁護相談 無料

日　時：２ 1

場　所：
申込み：

日　時：2 1

場　所：
申込み：

成年後見制度講演会・相談会 無料

日　時：1 30
場　所：
対　象：

申込み：

親族後見人交流会 無料

問合せ
 042-620-7365

2023年 弁護士 司法書士
自動販売機の収益は、障がい者団体の活動等に活用されています。

ご家庭に不要な車いすがあればご提供ください！
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Ch
eck

オンラインで本会へ寄付が出来ます！

社会貢献型自動販売機の紹介

クレジットカードで寄付が出来るようになりました！
キャッシュレス決済サービス Syncable（シンカブル）を使用した寄付になります。

右記の二次元バーコードを読み込んでく
ださい。
オンラインクレジット決済システム「シン
カブル」のページに移動します。

　社会貢献型自動販売機は、本会が市内の企業向けに
提案している「社会貢献型プログラム」の一つです。
企業・法人の皆さまに自動販売機を設置していただき、
その収益の一部を本会の地域福祉事業の資金として活
用させていただきます。ジュースを飲むことが地域貢献、
福祉活動につながります！
　どなたでもお気軽に地域貢献していただけます。
少しでも興味がある方は、下記連絡先までお問い
合わせください。

　本会では、車いすを必要とする方に無料で貸し出しています。年々需要が高まって
おり、貸し出し用の車いすが不足しています。不要となり、まだ使用が可能な車いすを
お持ちの方がいらっしゃいましたら、ご提供いただけると助かります。
　ご提供いただける方は、下記連絡先までお電話ください。

←自動販売機には左の
ステッカーを貼らせて
いただいています。

本会に協力したい！地域活動を応援したい！と思ったときにスマートフォン・PCから手続きが可能です！

簡単なので

ぜひご活用ください
！！

クレジットカードでの
お支払いはこちらから

問合せ

問合せ

問合せ

『社会貢献型自動販売機』とは？
　裏高尾町にある特別養護老人ホーム「清明園」の移転
新築の際に、従業員向け自動販売機を「社会貢献型自動
販売機」として設置いただきました。福祉事業を実施
されていますが、あらたな地域貢献、福祉活動への取組
として自動販売機を導入していいただきました！

特別養護老人ホーム「清明園」に設置しました！！

自動販売機で社会貢献☆

本会では企業・法人向けにSDGsやCSR活動のきっかけとして
自動販売機による地域福祉活動を推進しています。

飲んで私も福祉に参加！
自動販売機を活用した地域貢献活動に取り組みませんか

募集中！

「任意後見制度と遺言について知ろう」
　もし自分が認知症等で判断能力が低下したら、財産管
理を誰に頼むのか。亡くなったら、自分の財産を誰に託
すのか。自身の希望を叶えるための制度である、任意後
見制度と遺言について、実務に携わる公証人がわかりや
すく解説します。
日　時：２月24日（金）午後2時～4時
場　所：クリエイトホール　第２学習室
講　師：互　敦史 公証人 ( 八王子公証役場 )
申込み：先着 15名
　　　　（下記連絡先までお電話・FAXにて要予約）

「福祉・医療関係者向け成年後見制度学習会」
　障害者支援に関わる方を対象とした学習会です。成年
後見制度の活用方法や手続き、後見人との関わり方等に
ついてわかりやすく解説します。
日　時：2月9日（木）午後2時～4時
場　所：Zoomを使用したオンライン学習会
講　師：岡田　由季子 認定社会福祉士
           （ぱあとなあ東京所属 )
申込み：先着 30名
　　　　（下記連絡先までお電話・FAXにて要予約）

成年後見制度学習会

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

無料

専門家による成年後見・権利擁護相談 無料

講演会「寸劇で学ぶ成年後見制度
～女神と後見物語～」

　認知症の高齢者がいる家族が抱く不安や将来の課題を
解決する方法として、どのような制度があるのか東京司
法書士会三多摩支会の司法書士が寸劇でわかりやすく説
明します。相談会とあわせてぜひご参加ください。
日　時：２月1日（水）午後2時～3時
　　　　（受付開始　午後1時30分）
場　所：クリエイトホール　視聴覚室
申込み：先着 30名
　　　　（下記連絡先までお電話・FAXにて要予約）

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がご相談にのります。成年後見制
度について悩んでいることがありましたら、講演会とあ
わせてぜひご参加ください。
日　時：2月1日（水）午後3時～4時30分
　　　　（1人40分程度）
場　所：クリエイトホール　第 1学習室・第 6学習室
申込み：先着 6名
　　　　（下記連絡先までお電話・FAXにて要予約）

成年後見制度講演会・相談会 無料

毎月第２・第３火曜日（3 月を除く）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。
　ご予約は下記連絡先までお電話・FAXください。

　親族で後見人等になっている方たちの情報交換会
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。
日　時：1月30日（月）午後2時～3時30分
場　所：クリエイトホール　第７学習室
対　象：成年後見人、保佐人、補助人になっている

親族の方
申込み：先着 10名
　　　　（下記連絡先までお電話・FAXにて要予約）

親族後見人交流会 無料

問合せ 成年後見・あんしんサポートセンター八王子
　　　　☎ 042-620-7365 FAX 042-623-6421

※時間は午後 2時～ 4時までの間

10日
14日
14日

17日
21日
28日

1月
2月
3月

2023年 弁護士 司法書士
自動販売機の収益は、障がい者団体の活動等に活用されています。

ご家庭に不要な車いすがあればご提供ください！
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日　　時：2 25
参加方法：

定　　員：
プログラム:
　第１部　基調講演
　　　　　
　第２部　ひきこもり支援関係者によるパネルディスカッション

問合せ  042-649-8477

傾聴ボランティア講座

ボランティア入門講座
　これからボランティアを始めたい方やボランティアってどんなことをしているの？と気になる方へ向けて、ボランティ
ア入門講座を開催いたします。ボランティアの語源やボランティア登録の方法などが学べます。
　また、相談員による懇談会もあり、実際のボランティア活動のご紹介や初めて活動するにあたり不安に思っていること
等、お気軽にご相談いただけます。
　皆さまのご参加をお待ちしております。

　高齢期のうつや認知症などの精神疾患について学びます。隣近所の方やご友人、疾患をかかえながら地域生活を送る方を
地域で支える社会づくりに生かしてみませんか？
※高齢者ボランティア・ポイント制度対象研修となります。

当日、お手伝いいただけるボランティアを5名募集します。
お申込みの際、「ボランティア希望」とお伝えください。

（高齢者ボランティア・ポイント制度対象）

問合せ 市民力支援課（ボランティアセンター）　☎ 042-648-5776 　FAX 042-648-6332

日　時：
場　所：
対　象：
定　員：
申込み：

令和4年度

第2回 地域共生のまちづくり推進フォーラム第2回 地域共生のまちづくり推進フォーラム
わたしたちが  いま  できること

～ 8050？ひきこもり？一緒に考えてみませんか？～
わたしたちが  いま  できること

～ 8050？ひきこもり？一緒に考えてみませんか？～

「こころのバリアフリー～高齢期のうつ・妄想と認知症～」講演会

2月28日（火）午後２時～３時30分　（開場　午後１時30分）
クリエイトホール５階ホール（東町 5-6）
市内在住・在勤・在学の方
150名（事前申込制）
1月10日（火）午前9時～　※定員になり次第終了（先着順）
下記連絡先までお電話ください。

　話す機会の少ない方や孤独・不安などの悩みを抱えている方に対してお話を聞く方法や技術を勉強し、地域における傾
聴ボランティア活動に活かすための講座を開催します。

：

：
：

：
：

市内在住・在勤・在学の全日程参加できる方で、
受講後に傾聴ボランティアとして登録し、活動し
ていただける方
子安市民センター（子安町2-6-1）
医療法人社団永生会　鈴木 恵介 氏
（東京都認知症介護指導者）
30名
1月5日（木）午前9時～　※定員に達した時点で終了
下記連絡先までお電話ください。

※令和4年12月20日に行った高齢者ボランティア・ポイント制度研修と同一の内容です。
　既に参加した方は、お申込みできませんのでご了承ください。 講師　布村明彦　氏

東京都南多摩医療圏
認知症疾患医療センター　平川病院

東京慈恵会医科大学附属第三病院
　精神神経外科　教授・診療部長
同院認知症疾患医療センター長
日本老年精神医学会理事・専門医・指導医
日本認知症学会代議員・専門医・指導医

講師プロフィール

参加費
無料

参加費
無料

参加費
無料

対　象

場　所
講　師

定　員
申込み

：
：

：

2月22日（水）午後2時～3時30分
ボランティアセンター会議室
 (横山町11-2金子ビル５階 )
懇談会、ボランティアについての説明

日　時
場　所

内　容

：
：
10名（事前予約制）
1月６日（金）午前９時～
※定員に達した時点で終了
下記連絡先までお電話ください。

定　員
申込み

日　程

1/31

2/ 7

2/15

2/21

午前9時30分～11時45分

午前9時30分～11時45分

午前9時30分～11時45分

午前9時30分～11時45分

オリエンテーション、
「傾聴とは」

「認知症高齢者への接し方」

傾聴ボランティアの体験

ボランティア団体の紹介

時　間 内　容

申込はこちら 詳細はこちら

（火）

（火）

（水）

（火）

主催：八王子市社会福祉協議会　毎日新聞東京社会事業団 助成事業

当日のお手伝いボランティア募集！

活動時間：午後1時～1時30分、午後3時30分～4時
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※画像は令和４年５月開催のフォーラムの様子です

　昨今社会問題となっている8050問題、不登校・ひきこもり、孤独死や生活困窮は、きっかけや経緯は　昨今社会問題となっている8050問題、不登校・ひきこもり、孤独死や生活困窮は、きっかけや経緯は
様々ですが、本人やご家族が問題を抱え込み周囲と距離を置いてしまうことが多く、結果的に問題の長様々ですが、本人やご家族が問題を抱え込み周囲と距離を置いてしまうことが多く、結果的に問題の長様々ですが、本人やご家族が問題を抱え込み周囲と距離を置いてしまうことが多く、結果的に問題の長
期化に期化につながっています。
　どうすれば誰もが孤立せずに、安心して暮らすことができるかを、実際に支援活動を実施する方の話を通　どうすれば誰もが孤立せずに、安心して暮らすことができるかを、実際に支援活動を実施する方の話を通
じて考えます。じて考えます。

日　　時：2月25日（土）午後２時～４時 （開場 午後1時30分）
参加方法：①Zoomで視聴　②サテライト会場で同時配信を視聴

　 ★サテライト会場★

定　　員：Zoom :100名　サテライト会場：各10名
プログラム:
　第１部　基調講演
　　　　　講師　ＮＰＯ法人ＫＨＪ全国ひきこもり家族会連合会　共同代表　伊藤　正俊　氏
　第２部　ひきこもり支援関係者によるパネルディスカッション

問合せ 支えあい推進課　☎ 042-649-8477 FAX 042-649-8478

傾聴ボランティア講座

ボランティア入門講座

問合せ

令和4年度

第2回 地域共生のまちづくり推進フォーラム第2回 地域共生のまちづくり推進フォーラム
わたしたちが  いま  できること

～ 8050？ひきこもり？一緒に考えてみませんか？～
わたしたちが  いま  できること

～ 8050？ひきこもり？一緒に考えてみませんか？～

「こころのバリアフリー～高齢期のうつ・妄想と認知症～」講演会

講師　布村明彦　氏
東京都南多摩医療圏

認知症疾患医療センター　平川病院

東京慈恵会医科大学附属第三病院
　精神神経外科　教授・診療部長
同院認知症疾患医療センター長
日本老年精神医学会理事・専門医・指導医
日本認知症学会代議員・専門医・指導医

講師プロフィール

参加費
無料

参加費
無料

参加費
無料

申込はこちら 詳細はこちら

・石川市民センター　　　　・大和田市民センター　　・由井市民センター
・はちまるサポート川口　　・長房ふれあい館　　　　・由木中央市民センター
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情 報 コ ー ーナ

メールアドレス

ひきこもり

生きづらさを
感じる

ヒアリングループマーク

問合せ　総務担当
問合せ　市民力支援課（ボランティアセンター）
　　　　☎ 042-648-5776　FAX042-648-6332

問合せ　支えあい推進課　☎ 042-649-8477　FAX042-649-8478

問合せ 市民力支援課（ボランティアセンター）
　　　　 ☎ 042-648-5776
         　 FAX042-648-6332

◆10万円以上◆

◆50万円以上◆

◆100万円以上◆

◆1万円以上◆

◆1万円未満◆
◆5万円以上◆

●物品寄付
合計　25件　2,371,202,円

東京八王子中央ライオンズクラブ

楢本汎也

八王子東京パイロットクラブ

八王子いちょうの会 代表 西川フクヨ

ご寄付の報告（令和４年９月１日～令和４年 11月 30日・敬称略）
●一般寄付

合計　50件
ありがとうございました。

◎次号の発行予定日は、令和5年3月31日です。

八木寿男:介護用品6点 

山本茂樹:介護用品2点、肌着3点

小俣髙子:中古車椅子1台

林保男:衣類63点

滝山サロン:キッチン用品40点

清水栄:手作り作品多数

石川武:中古車椅子1台、介護用品1点

松田春江:手作り足カバー多数

以下、匿名の皆さま（34名）から頂きました

日　時
場　所

2月23日(木・祝)～25日(土)　午前10時～午後6時
イーアス高尾　１階　そよかぜ広場（東浅川町550-1）

第45回　社会福祉施設等手作り作品展示即売会
～笑顔の輪　楽しい出会い　いい明日で！～

第45回　社会福祉施設等手作り作品展示即売会
～笑顔の輪　楽しい出会い　いい明日で！～

新年のご挨拶

八王子市少林寺拳法連盟
会長　石間信一:車椅子5台

社会福祉法人八王子市社会福祉協議会　　　　　　　　　
会長　　赤澤　　将　　　　　　　　　

川口やまゆり住民協議会ゴルフ会
会長　小田島英一

ボランティアセンター南大沢分室
窓口募金箱

木下サーカス株式会社
代表取締役社長 木下唯志:
木下大サーカス福祉招待券1000枚

塚島敬一郎

JA八王子ゴルフ会

匿名1件

ボランティアセンター　窓口募金箱

マルベリー東京パイロットクラブ

張昱

上川中部ゴルフ会 

八王子古本まつり実行委員会

匿名2件

☎ 042-620-7338

伊藤春彦:子供用品多数

狭間福楽会:雑巾120枚

森田忠久:日用品等16点

一市民:携帯型ヒアリングループシステム

傾聴ボランティアグループ「こころ」:雑巾、布マスク

松村健晴:中古車椅子1台

車椅子

介護用品

寝具

衣類

食品(食器・キッチン用品・飲料・野菜・お米等)

文具(半紙、コピー用紙、鉛筆)

手芸用品(毛糸)

子供用品

日用品(タオル、雑巾、マスク、消毒液等)

地域の身近な相談窓口

『 はちまるサポート（八王子まるごとサポートセンター）』

元八王子担当 CSW　上里 （写真 : 左）　岩田 （写真 : 右）　

CSW（コミュニティソーシャルワーカー）
がお話を伺います

地域で生活していく中で、どこに相談すればよいか分からない
「福祉の困りごと」を、身近で気楽に「丸ごと」相談できます。
地域の方々や関係機関と連携しながら、問題解決に向けて
一緒に考えていきます。

　内容・年齢問わずご相談をお受けしています。相談費用は
無料で秘密は守られます。
お気軽にお近くの “はちまるサポート”までご連絡ください！

「地域共生のまちづくり推進フォーラム」開催
誰もが安心して暮らせるまちづくりについて、一緒に考えて
みませんか？？詳しくは、7面をご覧ください。

『はちまるサポート』は市内に11カ所 開設しています！

お近くの『はちまるサポート』は
二次元バーコードよりご確認ください。

『はちまるサポート元八王子』
042-686-2280
042-686-2281
sasaeai-motohachi@8-shakyo. or.jp
大楽寺町 419 番地 1　元八王子事務所内

T E L
FAX
メール
住 所

どこに相談すればいいか分からない
「困りごと」

ひとりで悩まず、ご相談ください

どこに相談すればいいか分からない
「困りごと」

ひとりで悩まず、ご相談ください

生活が大変

孤　独

お知ら
せ

携帯型ヒアリングループシステムを
貸し出します！

福祉機器 無料貸出

貸出品（市民の方よりご寄贈いただきました） 

本機 有線マイク20m可動型ドラム式ループアンテナ

対　象 市内在住・在勤・在学の方に対して、学習文化活動を行う団体。
　　　　ただし、営利・政治・宗教を目的とする場合は利用できません。
申込み　使用日の1か月前までにお電話にてご相談ください。

物品寄付についてのご案内
・原則 新品・未開封のものに限ります。
 ・いただいたご寄付は、市内の福祉施設等で活用させていただきます。
※活用先が見つからない場合には、お断りする場合がございます。

11カ所目の『はちまるサポート』がオープン！！

磁気コイル付補聴器や人工内耳を
使用されている方に音声を効果的に伝えるための

聴覚支援システムです。

ヒアリングループとは？

株式会社マトリックスレジデンシャル
代表取締役　湊正明

東京八王子陵東ライオンズクラブ
和装支部

多摩養育園福祉まつり
大会長　足利正哲

匿名4件 

大横保健福祉センター　募金箱

ななちく

7月1日 ⁄ 10月1日 ⁄ 1月4日 ⁄ 3月31日　年4回発行

発行
社会福祉法人
八王子市社会福祉協議会

〒192-8501
八王子市元本郷町三丁目24番1号　八王子市役所内
電話／042-620-7338　FAX／042-623-6421
メールアドレス／info@8-shakyo.or.jp

HP▶https://www.8-shakyo.or.jp/
二次元バーコードでホームページに簡単アクセス!!第190号第190号

FSC®森林認証紙を使用しています。
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