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新会長あいさつ

小髙会長のあとを︑引き継ぎいたしました︒民生委

員・児童委員としての経験を活かし︑未熟者でござい

ますが︑皆様からお力添えをいただき︑精一杯お役に

立てるよう努力してまいりたいと決意しております︒

﹁社協﹂という略称で呼ばれている社会福祉協議会

は︑
〝誰もが安心して暮らせるまちづくり〟をすすめる

民間の非営利組織です︒

今住んでいるこの東村山を︑住み続けたい︑ずっと

住んでいたいと思えるまちにしていきたいとの思いで

おります︒
﹁一人ひとりの暮らしを大切にしたい﹂﹁つ

ながり支え合うまちにしたい﹂これが︑東村山社協の

目的でもあるのです︒

中途半端だと愚痴が出る︑一生懸命だと知恵が出る

と︑友人から教わりました︒一生懸命取り組んでまい

りたいと存じます︒

大原喜美子

監

何 と ぞ 良 き ご 指 導・ ご 支 援 を い た だ き ま す よ う︑

常務理事
会計理事
理 事

大原喜美子（民生委員・児童委員協議会）
遠藤剛之 （知識経験）
坂口幸子 （知識経験）
高橋 眞 （知識経験）
小山信男 （知識経験）
根本博司 （知識経験）
丹代 了・江幡房枝（民生委員・児童委員協議会）
田村 均 （高齢者福祉施設連絡会）
永井 實 （老人クラブ連合会）
奥平洋二郎（医師会）
近藤満雄 （保護司会）
吉田豊久 （商工会）
吉田 謙 （ボランティア活動団体）
山口俊英 （行政）

よろしくお願い申し上げます︒

会 長
副会長

事

平成二十五年六月二十四日

（任期；平成25年６月24日～平成27年６月23日）

東村山市社会福祉協議会 会長

任期満了に伴い、
社協の体制が新しくなりました
理

ＵＲＬ
メール

2013年（平成25年）10月１日発行

事
熊谷 厚・小澤 進

評 議 員
市川常男・黒坂三四治（福祉協力員会・本町）
分部光春・鞍掛奈保子（
〃
・久米川町）
橋本研二・村田駿一 （
〃
・秋津町）
大久保哲朗・村山テルヨ（
〃
・青葉町）
南 隼人・原田隆信
（
〃
・恩多町）
風間祥子・中村美枝子（
〃
・萩山町）
赤津悦子・野﨑元子 （
〃
・栄町）
小野寺直子・林きよ子（
〃
・富士見町）
根本文江・原口美恵子（
〃
・美住町）
田口京子・池谷敦子 （
〃
・廻田町）
松本しづ子・小林園子（
〃
・多摩湖町）
林屋晴吉・岩間 弘
（
〃
・諏訪町）
嶋田喜美子・成田光代（
〃
・野口町）
大野清吉・畠山香壽惠・齊藤英子・加藤和子・
海老澤啓子・松浦弘子（民生委員・児童委員協議会）
龍野力也・亀井俊治・鈴木美朋（ボランティア活動団体）
下地恵得（高齢者活動団体）
田中政人（福祉施設）
木村知鶴（当事者団体）
小松 賢・石橋 博（市議会）
（※順不同・敬称略）
ありがとう 北多摩建設産業労働組合北多摩分会様、櫻井喜代子様
ございます 吉田栄作様、野口町二丁目崇敬会様、大熊鎭成様

寄付者
ご芳名

東村山市老人クラブ連合会様、東京都退職公務員連盟東村山支部様
佐々木隆様、渡辺アサ子様、内藤剛様、朝倉博様
福祉協力店（募金箱）14件 匿名 ４件

合計

５３６, ５４９円

平成25年
（６月～８月
）Ｂ５コピー用紙23箱 ㈱東京三菱ＵＦＪ銀行久米川支店様

企画

社協会員限定

たのしいまちのあるきかた
八坂・歴史散歩を開催します！
日頃から社協を支えていただいている皆様への感謝の気持ち
を込めて、初めての社協会員限定企画「市内散策ツアーたのし
いまちのあるきかた」を開催します。
八坂周辺の史跡に焦点を当て、講師の解説を聞きながら、ゆ
っくりと散策します。散策をした後は、お茶菓子をいただきな
がらちょっと一息つきましょう。どうぞご参加ください！
日

時

平成25年11月５日
（火）

西武多摩湖線

八坂駅改札

社会福祉協議会事務所
対

象 社会福祉協議会
もろさわきよし

（予定）

午後４時頃解散予定

八坂駅

個人会員の方

梨世会

梨世会は、医・食・住の整った中で
その人らしく楽しみながら安心できる生活の場を提供します。
グループホーム

宝亀

認知症高齢者の方々が家庭的な温
かさの中で安心して生活できる環
境をご提供します

小規模多機能ホーム

～

九道の辻

～
両澤 清 氏（東村山郷土研究会前会長）
八坂神社
100円（お茶菓子代）
～
平和塔公園
２０名
～
社会福祉協議会
小雨決行、悪天候の場合は翌週12日（火）に延期
事務所
（当日の午前９時の時点で判断し、
参加者にご連絡します）
申込み方法 電話にて先着順。10月７日（月）以降の８時30分～17時15分
総務係
（３９４⊖６３３３）
まで
※電話１件につき、
おひとりの受付といたします。

講 師
参加費
定 員
その他

〈広告欄〉 内容等に関しては、各広告主へお問い合せ下さい。

社会福祉法人

行程

午後１時20分集合

梨の園

高齢者の方々の自立を支援するた
めに通い・泊まり・訪問の３つの
サービスをご提供します

〒189-0011 東京都東村山市恩多町１丁目39番地１
042-391-1752
（宝亀） 042-391-1753（梨の園）
http://www.riseikai.or.jp

※ご利用者様並びに職員を募集中です。 詳細は各施設にお問い合わせ下さい。

福祉だよりは皆さまからいただいた会費・寄付金で発行しています。

福

第 179 号

祉

＊東村山地区
平成24年度のご報告 ＊

だ

山鳩訓練室、幼児訓練ポッポ、十二月、久米川共同作業所、かりん、山鳩寮、第二山鳩
寮、ドリームハウス東村山、
「スマイル」、トーコロ青葉ワークセンター、コロニー東村
山、なごみの里、みどりの森、える・ぽいん、けやき第一作業所、けやき第二作業所、ス
ワハイム山鳩、はぎやまはうす、むさしのはうす、みのり荘、佐藤ハウス、ふれあいの郷

【子どもたちのために】

つばさ保育園、幼児教室すずめ、空飛ぶ三輪車・秋津保育所、保育所空飛ぶ三輪車、
あいあい保育園２件

【地域福祉のために】
東村山市社会福祉協議会

＊詳しい配分内容は、赤い羽根データベース
「はねっと」
でご覧いただけます。
http//www.akaihane.or.jp

＊役立っています！共同募金 ＊

東村山市第４次地域福祉活動計画

（「高齢者の見守り活動を行う町が広がっています」の文中）
誤）また、秋津町では、
「諏訪町ゆっと」に賛同した秋津町の自治会
長が声をあげ…（中略）
「秋津あんしんネット」が発足しました。
正）また、秋津町では、「諏訪町ゆっと」に賛同した秋津町のむさ
しの自治会の会長が声を上げ…（中略）「秋津あんしんネット」
が発足しました。

健康保険が
使える！！

新井春夫）

売上合計１, ２４１, ３７５円
売上合計１, ２５７, １４８円

（秋津町

■特集ページ

３２９, ６３６円
３４５, ４０９円

目が覚めて「生きていたんだ」気付く朝

誤）第２弾売上
正）第２弾売上

うなぎ

第40回福祉バザー報告

稲崎通子）

■１面

（久米川町

福祉だより７月１日号に掲載した下記の事項で誤りがありました。
次の通り訂正し、お詫びいたします。

鰻 横目に 通りすぐ

杉山正枝）

◆

他国産

（萩山町

福田静江）

音順で掲載

栃木まで 癌を病む叔父 見舞う旅

（本町

氏名

お詫びと訂正

このワゴンは、た～くさん運べるね！

舌づつみ あと引くお菓子 もう一つ

掲載作品募集

E-mail soumu@hm-shakyo.or.jp

対象 市内在住・在勤の方
応募方法 一人一句まで、未発表の作品のみ。
内容は福祉と関係なくてもＯＫ！
作品・氏名・住所を記載したものを、郵送・
持参 ・ ＦＡＸ・メールで。
掲載号 福祉だより発行日の ヶ月半前まで
に応募すると、翌号に掲載されます。
（３月・
５月・７月・ 月・ 月の１日に発行予定）
応募先 社会福祉協議会 総務係
００２２ 野口町１ ― ―
〒１８９ ―
０４１１
ＦＡＸ ３９３ ―

※掲載作品は当方で選び、
氏名と町名を記載します。
応募作品は返却しませんので予めご了承下さい。
◆

社協事務所、社会福祉センター、公民館、
図書館など。
★10月１日（火）
午後４時～５時30分
＊東村山駅
＊秋津駅

＊久米川駅
＊新秋津駅

ぼくも街頭
募金に参加
するポン。

★10月17日（木）
午後４時～５時30分
＊イトーヨーカドー東村山店
＊いなげや市役所前店
＊ヨークマート東村山店

施設からのありがとうメッセージ

50

自治会・町会にご協力いただき、募金袋
の配布・取りまとめをお願いしています。

街頭募金（小雨決行）

～福祉協力員会の活動費へ～ １件 ２０１,７７４円

1

町会・自治会を通じての募金
公共機関設置の募金箱

～野外保育の事業費など～ ６件 ９８１,０００円

25
15

募金をするには
どうすればいいの？

ご存知ですか

＊個人

寄付金は税の
優遇措置の対象です

＊法人

＊期間＊
10月１日

～

10月31日
10

２千円以上の寄付金が、所得税・
住民税の控除対象
全額損金算入

※詳しくは社会福祉協議会までお問合せください

わたしがつくる みんなでつくる
つながり支え合うまち
～東村山市第４次地域福祉活動計画が進行中～
（計画期間；平成24年度～29年度）
第４次地域福祉活動計画推進委員会の今年度の役割は、市内13町毎の「地
域懇談会」での意見交換や先駆的な活動の事例紹介、評価方法の検討などが
中心的な柱であり、目標到達地点に向けて離陸準備中が現状と考えています。
地域社会の連帯感を図り、新たな「まちづくり」
を目指すことは、
生活の豊
かさ（生活の質の向上）の実現につながります。そのためには、問題意識の
共有化、解決の枠組みを構築することが重要です。
誰もが健康で安心した生活を送ることができる「東村山市」でありたい、
この目標達成を促進するため市民の皆様、社会福祉協議会などと力を合わせ
て課題解決に取り組むことが、推進委員会の役割と期待であり、意義でもあ
ります。
推進委員長 鎌田 弘道

栄町と恩多町の地域懇談会に参加して
「萩山町あいさつ運動」が、萩山町地域懇談会
の参加者による話し合いをきっかけに始まり、現
在までの2年間どのような活動をしてきたかとい
うことについて話をさせていただきました。
その後は、其々の町で前回の地域懇談会で出さ
れた多くの検討課題からテーマを絞り、ワークシ
ョップを行いました。私もグループに加わりお話

を伺いましたが、
その場の雰囲気
は非常に積極的
で、参加者全員
が検討課題につ
いて真剣に取り
組んでいる様子
から、今後の展開がとても楽しみな地域懇談会だ
と感じました。
推進委員 亀井俊治

自分でできること、ひとつずつ増やしてみませんか？

寝たきりや在宅介護でもう悩まない！！

国家資格のマッサージ師による機能の維持・回復を目的とする在宅医療ケア!!
１回３００円〜（保険適応１割負担の場合）
お気軽に

東村山市にお住まいの方へ！ ５名様限定！スペシャル特典！ ご相談

初回無料体験（２０分）

（2）

月１日より、全国で赤い羽根共同募金運動が始ま
ります。
皆さまからの募金は、東京都共同募金会へ送られ、
公正な審査後、市内福祉施設等へ届けられます。
期間中、左記の取り組みを行っています。皆さまの
「たすけあいの気持ち」に支えられている共同募金運
動にご協力をよろしくお願いします。

～宿泊行事、施設の備品の整備など～ ２２件 １,３５９,０００円

12

2013年（平成25年）10月１日

主催：東京都共同募金会 実施：東村山地区協力会 ☎394-6333

【障害者のために】

10

り

～じぶんの町を良くするしくみ～

○募金総額 ２,５２２,１８５円
○配分総額 ２,５４１,７７４円（２９件）

あいあい保育園は東京都認証保育所です。
新園になり、園の規模が大きくなったため、調
理室から保育室まで食事を安全に衛生的に運べる
配膳用ワゴンの購入に共同募金を活用しました。
ワゴンがあることで食事が一度に運べ、時間短
縮になり、子ども達と絵本の時間を多く持てるよ
うになりました。
ありがとうございました。

よ

ください！

慢性的な痛みがある方。ひとりで外出が大変な方。
要介護 要支援の方等で医師の同意が必要な方が対象。

平日９時〜１８時
395-2393（木村）東村山市恩多町５-１５-１

ホームページ「久米川指圧訪問マッサージ」で検索！

福祉だよりは、点字版、音訳テープも発行していますので、ご利用下さい。

ウイング通り

久米川町

栄町

コンパクトで安定性抜群な免許のいらない車です。

サンクス

189‑0013 東村山市栄町１‑５‑４‑1006
TEL・FAX ０４２‑３９６‑７１０１

吟詠圭穂会 宗師 斎藤穂風

使用済み切手、ベルマーク集めてます！ボランティアセンター☎396-1533

回東村山福祉園祭

他メーカーの同型機種と比べ半額以下です。

第

第１回白十字八国山
フリーマーケット

日時
月 日（土）
グループが出店する
午前 時より 雨天実施
フリーマーケットを開催
場所 東村山福祉園
（萩山町１ ⊖ １⊖） します。
内容 模擬店・ステージ・
歌声喫茶、手芸教室を
手作り作品販売ほか
予定しています。ぜひお
問合せ 東村山福祉園
出掛け下さい。
☎３４３ ８⊖１４１
日時
月 日（日）
午前 時～午後３時
施設見学＆介護食試食会
場所
﹁介護の日﹂に合わせて、
白十字ホーム駐車場
施設内の見学と介護食の
※雨天時は４階ホール
（諏訪町２ ⊖ １⊖）
試食会を開きます。車椅
子の試乗も体験できます。 問合せ 白十字ホーム
☎３９２ １⊖３７５
日時
月 日（日）
※車でのご来場はご遠慮
正午～午後３時
下さい。路上駐車はで
（ 時 分より受付）
きません。
場所 ハトホーム
（富士見町２ ７⊖ ５⊖）
参加費 無料
定員 先着 名
申込み・問合せ
担当：吉野
☎３９３ ７⊖５７４

₃0

26

気軽にご参加下さい

富士見町

諏訪町

秋津町

モザーク通り

1₉

住み良いまちへ︑
地域の力

至新宿

至所沢

10

月29日（火）
いっぷくバザー

地域のつながり
〝高齢者見守り活動〟
平成 年４月に、高齢者あ
んしん見守りネットワーク
﹁諏訪町ゆっと﹂の活動が始
まりました。今、この見守り
活動が青葉町、秋津町にも広
がっています。
今回は、二つの町の活動を
取材しました。

交流会での東部地域包括支援セ
ンターのお話

町 あきつ

つ ながる

き くばりめくばりで

あ んしん

りを作っていくにはこの機会
がいい時期と思い、秋津町２
丁目を中心に活動を始めまし
た。
どのような活動ですか？
ご近所の高齢者等に日頃か
くり、そして何かいつもと違
ら﹁目配り・気配り・心配り﹂
う様子に気が付いたら専門相
を行い、いつもと違うなと思
談機関に連絡するというゆる
ったら専門相談機関に連絡す
やかな見守りです。
る活動です。
活動して良かったことは？
今後の目標は何ですか？
地域の関係が広がりました。
私達が子どもの頃は、隣近
子どもの見守りをしていても、 所のつながりや助け合いの精
高齢の方々があいさつをして
神が残っていたが、今はなく
くれる。町が少しずつ一体化
なりつつある。そういう意味
しているなあと感じています。 で、あんしんネットの役割は
今後の抱負は？
大切。秋津町全体でサポータ
作った以上は、何十年も活
ーを増やしていきたい。 月
動が続いてほしい。いろいろ
にはチラシを配布し、 月
な世代と関わり、後継者を育
日には研修交流会を秋津公民
てていきたいです。
館で開催します。ぜひ、大勢
会長からのメッセージ
の方に来ていただきたいです。
いろいろな情報が入ってく
代表からのメッセージ
るには世代間交流が必要。あ
遠い親類よりも近くの隣人
らゆる世代の人たちと交流す
という事もある。隣り同士の
ることで、お互いに何か頼む
あいさつや声かけなどをはじ
ことが出来る。そうやって地
めてほしい。秋津あんしんネ
域が活性化していきます。
ットを皆さんに知っていただ
き、一緒に活動が出来たらと
願っています。

ご近所で近助
︵きんじょ︶
しませんか�

認知症の方への声かけ練習の様子

秋津あんしんネット
代表の比留間恵三さんのお話

活動のきっかけは何ですか？
東日本大震災の情景とその
後の避難者生活を目にした時、
人は一人では生きていけない
と実感。人のつながりがない
中で災害が起きたらどうなる
か。自治会として人のつなが

10

＝100円
☎＝初めての方

左から比留間さん、加藤さん︵東
部包括職員︶
、藤谷さん

青 葉 安 心 ネッ ト
会長の藤谷和文さんのお話

活動のきっかけは何ですか？
昨年の春、青葉小の下校見
守りをしている時、東部地域
包括支援センターの職員から
高齢者の見守りもできません
かという話があった。その時
は、いろいろな高齢者の活動
団体があるのに、なぜ私達に
と思いました。その後、立川
で餓死事件が発生して、青葉
町でもそんなことが起こって
いるのかと、いろいろな人に
話を聞いたところ、高齢者の
事故が相次いでいるという実
状を知り、これはやるしかな
いと動き始めました。
どのような活動ですか？
ご近所の高齢者等に日常の
あいさつから始まり、関係づ

すいふう

詩吟教室 穂風会 主宰

まずは試乗して操作や乗り心地を試してください。

稽古日 第一・第三水曜日午後２時〜５時（他曜日ご相談）
稽古料 教材込 ２,０００円

2₇

＝100円
☎＝初めての方
＝100円
☎＝初めての方

第４木曜日
サロントトロ
13：00︲15：00
第４金曜日
らくらっく
13：30︲15：00

1回の充電で25km走行が可能で経済的です。

詩吟を通じて歴史の心にふれてみよう
腹から声を出して、心身健やかに

10 10

☎＝参加したい方

第４木曜日
一九さん
10：00︲12：00

＝参加費等 ☎＝事前連絡）

☎394︲6333 （※

まちづくり支援係

▶問合せ

₃5

＝300円
☎＝初めての方
＝100円
☎＝初めての方
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₃0
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₃0

＝2000円以内
☎＝初めての方
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38
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☎＝初めての方

音楽に合わせて太極拳を
取り入れた、簡単な体操
プリザーブドフラワー作
り
ストレッチやバランスア
ップトレーニングなど体
操を中心としたサロン
男性のお料理サロン
皆で買物・調理します
おしゃべりなどを楽しむ
高齢者の方のサロン
ボランティア活動の情報
交換など。活動を行って
いる方で話し合いに参加
したい方はどうぞ
おしゃべりなどを楽しむ
高齢者の方のサロン
家族介護者の方のつどい
の場

美味しい模擬店で皆様
をお待ちしています！
１０：００～１４：００
久米川ふれあいセンター
衣料品、雑貨など掘り出
しものがいっぱい！
１０：００～１３：００
ふれあいスペースいっぷく

毎日の生活に役立つ情報
交換など視覚障害の方の ☎＝初めての方
サロン

食事と誤嚥（ごえん）
秋津ふれあいバザー

月13日（日）
久米川町福祉バザー

10
ふれあいスペース
「いっぷく」

住 所 栄町2 ︲38 ︲ 9 ロワール久米川102

まちづくり支援係
☎３９４－６３３３
ベルマークの集計をして、
☎＝初めての方
市内の小学校を応援
美味しいコーヒーとお茶 ＝コーヒー1杯
菓子をどうぞ
150円

第１火曜日
ベルマーク
13：30︲15：00 ボランティア
第１水曜日
ミニ喫茶
10：00︲14：00 「はぎ」
第２木曜日
10：00︲12：00
井戸端
第４水曜日
10：00︲14：00
第２／４金曜日 座って出来る体
10：00︲11：30 操教室
第３木曜日
世界平和女性連
10：00︲12：00 合
第２木曜日
体操サロン
13：30︲15：00 ※ただし、10月
NEW
は31日です
第３金曜日
お料理男子クラ
10：00︲12：30 ブ
第４火曜日
栄サロン
13：30︲15：00

１０：３０～１３：００
白十字ホーム
美容室
タイコー
洋品
いづみや

◆詳しくは問合せ下さい。

※事前申込み・参加費（300円）
バラエティーショップ

気軽にお越しください

※

学校、施設、老人クラ
ブなど出演します♪
１０：００～１５：３０
富士見公民館ホール
あかぎ

ふれあいコンサート
専門家のお話と昼食会

模擬店や新鮮野菜が並
びます！
１０：００～１４：００
秋水園ふれあいセンター

10月５日（土）
10月22日（火）
11月24日（日）
久米川駅

西友

南口

考
備
容
内
称
名
時
日

₃0
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ボランティアまつり

第12回

☂ ☀ ☁

ボランティアグループが力を合わせて、
企画、
運営するボランティアまつり。
どなたでも楽しめるイベントです。ぜひご来場ください。

☆このイベントはボランテ
ィアグループの賛助金に
より実施しています

福祉団体、グループによる出店。
やきそば、フランクフルトなど。

災害復興支援
ボランティアバスツアー
参加者募集

月 日︵土・祝︶
福島県いわき市

今年度、４回目のバスツアーです。
仮設住宅にお住いの方たちと楽しく
交流しましょう。
日時
行先

●

﹁２０１３ 夏 ！
体 験 ボランティア﹂報 告

編集後記

今年は、小学生から大学 ︻子ども関係︼
生 ま で １ ２ ４ 名 が 参 加 し、 ★初めての体験で戸惑った
の施設等でボランティア
時もありましたが︑保育
体験をしました。特に小学
士等子どもと関わる仕事
生は昨年の３倍近い 名の
ができたらいいなという
参加となり、皆がんばりま
気持ちになりました︒
︵高校２年生︶
した。参加者からの感想文
★就学前の子どもの様子や
の一部をご紹介します。
保育士の忙しさ︑保護者
︻高齢関係︼
と子どもの現状を少しで
★ 歳のおばあちゃんが元
も知ることができ大変勉
気でびっくりした︒
︵小学５年生︶
強になりました︒
︵大学４年生︶
★ お 弁 当 を お 届 け し た 時︑
ご協力いただいたボラン
高齢者の方々に喜んでい
ティアグループや施設の
ただけて良かった︒
︵小学５年生︶ 方々、本当にありがとうご
★働いている方はすごく大
ざいました。
変そうでしたがやりがい
のある仕事だなと思いま
（中学２年生︶
した。
︻障害関係︼
★自分でも役に立てると自
信を持つことが出来まし
︵中学１年生︶
た︒
★マンガを読んで聞かせた
ら︑喜んでもらえました︒
とても貴重な体験をあり
がとうございました︒
︵中学３年生︶

夏ボラで街頭募金
がんばりました！

歳を重ねることは、罪なのか？
﹁老人漂流社会﹂
という番組が放
送され、大きな社会問題になり
ました。また大震災・原発事故
など
﹁いざという時⋮﹂の対応に
ついても、大きな課題が突きつ
けられています。高齢化社会の
中で、どのように個人・地域・行
政が関わっていけばいいのか？
難題が沢山あります。
そんな中ではありますが、
﹁福
祉だより﹂編集委員一同より読み
やすくお役に立つ情報紙として、
２年間がんばりたいと決意を新
たにしています。是 非みなさま
からのご意見や情報をお待ちし
ています。ご協 力 く ださいます
ようよろしくお願いいたします。
岩間 弘（諏訪町）

次号は2013年12月１日号です。

出発 午前６時 ◆帰着 午後８時︵予定︶
集合場所 社会福祉協議会

活動内容 仮設住宅の方達との交流︑
昼食作り等
対象 高校生以上
参加費 ３千円︵交通費︑昼食代︶
※ボランティア保険未加入の方は保険加入が必要
です︒
︵天災Ａプラン１名につき６百円︶

募集 先着 名
申込み ボランティアセンターへ電話でお申し込
みください︒☎３９６ １
– ５３３
※ 月 日︵金︶午前８時 分から受付開始
定員になり次第︑受付終了
※参加要件として説明会に出席すること
︵ 月 日︵金︶午後７時〜８時 社協にて︶
※電話１件につき︑
おひとりの受付といたします︒

ボランティアバスツアー報告

₃₀

●

₄2

福祉事業に
使わせて
いただきます

東村山市野口町1︲25︲15 ☎ 042︲396︲1533 FAX 042︲393︲0411
E-mail vc@hm-shakyo.or.jp URL http://hm-shakyo.or.jp/vc/

東村山
ボランティアセンター

₂₃

₂₀

８月６日、中学生親子８
打ち解けて、和気あいあい。
組とボランティアスタッフ
みんなの笑顔を引き出す中
とともにいわき市へ向かい
学 生のパワーはす ごい！お
ました。
母さん方も習ったばかりの
仮設住宅へ着くと、すで
マッ サ ー ジ を し な が ら、お
に子どもたちが広場へ集ま
年寄りと歓談していました。
っていて、イベントが始ま
被災地の状況を知り、こ
るのを心待ちにしてくれて
れからも考えていく機会に
いました。
なれば嬉しいです。
昔あそび班、パフォーマン
●●●参 加 し て ● ● ●
今回、このツアーに参加
ス 班 な どに 分 か れ て、活 動
してとてもよかったと思い
を始めると、あっという間に
ます。最初は何と
仮設住宅の
子ども達と一緒に かして喜んでもら
おうと思い緊張し
ましたが、現地の
子達が声をかけて
くれたので自然に
接 す る 事 が で き、
楽しく過ごせまし
た。またあの子達
に会いたいです。
仙石和正くん
（中学２年生）

イトーヨーカドー
東村山店にて

いなげや東村山秋津店にて

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
◆ ◆
ベイブレード
︵コマ︶
で大盛り上がり！

（８月31日現在）

₁₁

₁₁

₁₅

₁₀

₁₁

◦赤ちゃん休憩室

復興支援
福島物産展
あ
演奏やダンスの発表、パネル展示が
！
ク
ェッ
ります。どんな活動があるかチ

₄0

₉₇

募金ご報告

一円貨
ご協力いただき、
有難うございました！
募金総額 4,817,863円

フリーマーケット・
模 擬 店 コーナー

ボランティア紹介広場・
ステージ

◦ボランティアグループ
による体験コーナー
•筆談ボード作り
•手話 •車いす
◦昔あそびコーナー

いわ き市 湯本 町商 店会 有志、い わき
市観光ビューローの方が販売します。

ぽんたくんも
待ってるよ！
日 時 10月６日
（日）午前10時 ～ 午後２時
場 所 地域福祉センター（野口町１⊖25⊖15）
主 催 東村山ボランティアセンター
ボランティアグループ懇談会
☆雨天決行 ☆駐車場はありません
☆食品販売のためペットを連れての
ご来場はご遠慮下さい。

～楽しんで 仲間がふえる ボランティア～
☀ ☁ ☂
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