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平成 28 年 3 月 15 日に開催した全体会にて平成 28 年度事業計画及び予
算が承認されました。事業計画の内容は下記の通りです。今後は２面にあり
ます「地域公益活動」の実施に向けて検討を進めます。
また、平成 28 年 5 月 25 日には、今年度第１回目の全体会を開催し、今年
度の活動をスタートさせました。

◆平成２８年度 連絡会事業計画◆
１

会員法人のネットワークづくりと情報交換

◇年４回（５、９、１２、３月）全体会を開催します。
◇毎月１回幹事会を開催します。
◇連絡会広報紙を年２回発行します。
◇理事長・施設長研修と法人職員研修を実施します。
◇情報交換交流会を開催します。

２

地域公益活動に関する調査・検討

◇地域公益活動実施状況調査のまとめと分析を行います。
◇「連携事業」の実施に関する検討を行います。
※詳しくは、２面をご覧下さい。

平成２８年度第１回全体会の様子
３

当日は、東村山市長 渡部尚様にご挨拶をいただきました。

啓発事業

◇市民および関係機関等への啓発事業を行います。
◇都内高齢者福祉協議会が実施する「啓発活動都内一斉開
催」に参加します。

◇平成２８年度事業計画/全体会の様子・・１
◇地域公益活動/推進協議会設立について・２
◇キャンペーン活動について・・・・・・３
◇加入法人紹介・・・・・・・・・・・・４
「慈光会」
「そらの会」

※詳しくは、３面をご覧下さい。

４

その他

◇「福祉のしごと

相談・面接会」に参加します。

◇その他、連絡会の必要な活動を行います。

◆９月２７日(火)10:00～ 第２回全体会
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◆今後取組む相談事業◆
東村山市内社会福祉法人連絡会は、昨年７月に設立し、２７法人すべてが加入しています。設立以来、事
業内容の検討、アンケート調査の実施、そして研修会を（３回）開催し、社会貢献事業の必要性について理
解を得る努力をしてきました。大方のご理解は得られたものと思います。
事業内容の検討に当たりましては、現在、富士見町には富士見町施設連絡会があり、２５施設が加盟して
います。今後、この連絡会を他の地域にも広げることができないでしょうか。富士見町と同様、加盟施設が
所有する人員配置や建物・設備を調査して「資源資料集」を作成し、市社協と各施設が保有します。
そして、地域の生活困窮者等からの相談を市社協が窓口となって受け付け、「資源資料集」等を活用して、
市内の各法人施設がこれに対応する、そのような連携体制ができればと考えています。
（代表幹事 品川卓正）

専門相談機関

利用者紹介

（相談事業イメージ図）
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◆今後、連絡会として
相談事業検討員会を設置し、
事業内容や仕組みについて
検討します。

◇◇法人

協働

協働

相談窓口
○○施設

相談窓口
◆◆保育園

社会福祉法人の使命に基づき、地域における福祉課題の解決に向け、社会福祉法人が連携して地域公益
活動に取り組むことを目的として東京都社会福祉協議会内に設置されます。この推進協議会では、①各社
会福祉法人による取組み ②地域の連携による取組み ③広域の連携による取組みの３つの層による取組
みを推進するための活動を行います。また、活動の推進にあたっては、市内社会福祉法人連絡会と緊密に
連携していきます。
この活動は、社会福祉法人による自主的な取組みであるため、参加法人から募る推進協議会費を活動の
財源とします。まずは加入法人を募り、９月に推進協議会を設立します。また、９月２１日には設立記念
セミナーを開催する予定です。
-２-

このキャンペーンは、東京に暮らす方々が、いつまでもよりよく生活が過ごせるよう、都内の
社会福祉法人が力をあわせて取り組むキャンペーンです。
地域でこぼれ落ちる人がいないよう、誰もが安心して暮らせるまちを目指して、高齢者福祉施設・
事業所が、地域に寄り添うことで「ちいきの輪」をつくることを目的に実施します。
東村山市では、市内社会福祉法人連絡会に加入している高齢者以外の施設、
事業所もこのキャンペーンに参加し、私たちが取り組む地域での活動
を広く市民の方々に PR していきます。
◇キャンペーン実施期間：平成２８年１０月～１１月◇
◇実施内容◇ ①オープン施設（施設見学会を開催します）
②イベント（様々な趣向のイベントを行います）
③パネル展 10 月 26 日～11 月 1 日いきいきプラザ１階ロビー
(加入法人と法人連絡会の活動について紹介します)

キャンペーンロゴマーク

サービス利用を検討中の方、施設に興味のある方、高校生、大学生など学生さんもぜひご参加下さい。
※見学を希望される方は、前日までに予約をお願いいたします。
（白十字会を除く）

★施設見学会日程★

法 人 名

実 施 施 設 名

実 施 日 時

恩賜財団東京都同胞援護会

サンホーム

敬愛会

南台シニアセンター敬愛の森

大典福祉会

東たいてん保育園

土の根会

花さき保育園

10/28(金) 10時30分～11時30分

☎042-394-9976 担当：熱海(あつみ)

東京コロニー

コロニー東村山

随時受付（要予約）

☎042-394-1111 担当：土谷

白十字会

10/23(日) 11時～14時（予約不要）
市内諏訪町にあるすべての施設 ※八国山フリーマーケット会場にて
随時受付けます

☎042-392-1375 担当：総務課

はるび

はるびの郷

10/29(土) 13時30分～15時30分

☎042-397-5511 担当：大久保

村山苑

市内村山苑すべての施設

①10/26(水) 10時～12時

☎042-393-8496 担当：吉成

東村山けやき会

平成の里

10/26(水) 10時～11時

☎042-397-5966 担当：浅川

緑風会

緑風荘病院・グリーンボイス

随時受付（要予約）

☎042-392-1101 担当：杉木

★施設イベント日程★

10/16(日) 11時～12時

連 絡 先

①10/15(土) 10時～12時
②11/19(土) 10時～12時
①10/26(水) 11時～12時
②10/27(木) 11時～12時

☎042-391-3274 担当：伊藤
☎042-306-3199 担当：川越(かわこし)

☎042-394-4353 担当：山中・古川

※参加を希望される方は、別紙一覧表にて参加条件・事前予約等ご確認の上
各施設にお申込みください。
（予約は前日までにお願いします。）

－３－

社会福祉法人 慈光会
昭和４０年８月２日設立
従業員数 約２００名
法人事業のルーツは、昭和 11 年に故山城祐尊前理事長が、あきる野市で、｢大行寺養児園｣として農繁期に託児
所を始めました。地域農家の方に喜ばれ、常設にして欲しいとの要望に応じて、14 年から｢草花保育園｣としまし
た。施設は、草花保育園、東福保育園･加美平保育園･若葉保育園(福生市)、久米川保育園、あそか保育園(東久留米
市)の全 6 施設です。
久米川保育園は、昭和 44 年に久米川駅東住宅内に定員 100 名で開園しました。
昭和 48 年には、障害児保育に取り組み始めました。
平成 8 年に現在の建物に建替え、120 名定員に変更し、零歳児保育事業、延長保育
事業、市内で始めて一時保育事業(月～金 AM8:30～PM17:00 一日 2,500 円、
4 時間未満 1,500 円)を実施しています。
「顔の見える保育園」を心掛け、萩山町
地域懇談会等に参加し、地域のニーズに応じて、
【萩山・親子のひろば「どんぐり」】
(毎月第 2 木曜日 AM10:00～PM14:00

柳･花水木･小彼岸桜に
緑に囲まれた園

萩山公民館にて開催)に参画しています。

開園以来、一貫して「子ども達にとって居心地の良い保育園」をめざして毎日努力を続け
た歴代職員の誠意と努力をこれからも引き継いでいきたいと思っています。
萩山･親子のひろば「どんぐり」の様子

次号は、社会福祉法人

大典福祉会さん、小さい共同体さんをご紹介します♦♫♦･*:..｡♦♫♦*
社会福祉法人 そらの会
平成 14 年 12 月 5 日設立
従業員数 24 名

社会福祉法人そらの会は、東村山市富士見町５－５－４４で活動しています。
そらの会では、就労継続支援 B 型事業所お弁当くらぶの経営を行っています。
お弁当くらぶは、主に、成人した知的障がい者が通所し、昼食のお弁当を作り、市内のお年寄り宅を中心
に配達しています。その他に手工芸品等の自主製品作りや、畑作業などを行っています。
お弁当くらぶに見学に来た方からは「アットホームで家庭的」と言われま
お弁当
「今日のメニューは？」

す。食を扱うので、厳しい面はありますが、
「明るく・楽しく・清潔に」日々、
仕事をしています。
「与えられる側から与える側へ」
お客様からの「ありがとう」が、
働き手の活力になっています。
そらの会は、お弁当くらぶに通所す

る利用者と係る人々が安心し、楽しく過ごせるよう支援をしていき
たいと思います。

－４－

日々の作業風景
「美味しいお弁当を作ります！」

