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〜社協からみなさまへ〜
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（平成27年）５月１日
各事業問い合せ先

第 187 号

編集／福 祉 だ よ り 編 集 委 員 会

（市外局番042）
TEL396-1533

ボランティアセンター
中部地域包括支援センター

発行／社 会 福 祉 法 人
東村山市社会福祉協議会

TEL394-6662

障害者地域自立生活支援センター「るーと」TEL394-1555
成年後見・地域福祉権利擁護事業

TEL394-7767

社会福祉センター
福祉作業所

TEL393-9449

諏訪町1-3-10

いきいきプラザ
本町1-2-3
幼児相談室
健康長寿のまちづくり推進室

〒189-0022 東京都東村山市野口町1-25-15
TEL 042-394-6333 FAX 042-393-0411

TEL392-5085
TEL390-1203

第187号

月
日
午前10時〜午後２時

間

場

所

秋津公民館

恩多

10：00〜13：00

恩多自治会館１階

萩山

10：00〜12：00

栄

10：00〜12：00

富士見
美住
廻田
諏訪

社会福祉協議会
駐車場

萩山集会所（第２保育園隣）
久米川東住宅５号棟集会所

※雨天決行・駐車場
はありません

栄町１丁目集会所
いっぷく

9：30〜12：00

中村宅前（美住町２‑17‑29）

9：00〜11：00

金山神社

至国分寺

至新宿

第 2 弾

5 31 （日）

10：00〜12：00 社会福祉センター

月
日
午前10時〜午後２時

八坂神社参集殿
久米川ふれあいセンター

青葉町２丁目
第３仲よし広場

所

時

間

住所・連絡先

諏訪町 1‑3‑10
9：00〜17：00
（土 ･ 日 ･ 祝日を除く） ☎ 392‑4077

東村山市社会福祉協議会

医療センター

老人ホーム

交番
青葉商店街

鷹の道

あまいけ

☎３９４ ６３３３

ありがとうございます

ありがとうございます

寄付者ご芳名

社協新規会員
のご紹介

（平成27年２月〜３月）

（

晃華学園暁星幼稚園様、青葉四方木自治会様
下堀自治会様、つくし自治会様、東青葉自治会様
星ヶ丘自治会様、
（故）
田中敏夫様、仲間信義様
東村山市手話講習会基礎クラス様、東村山手話サークル様
東村山手話サークルしおり様、大熊鎭成様、吉田栄作様
萩山憩いの家利用者一同様、東村山市老人クラブ連合会様

）

平成27年２月１日〜３
月31日までに入会され
た方を掲載しています

【個人会員】

計41名

武蔵野友の会様、株式会社オレンジジャムコ様
福祉協力店（募金箱）５件

サンドラッグ

青葉町２丁目
第３仲よし広場

※雨天の場合は、
｢青葉の杜｣ が
会場となります

5 / 20
（水）
まで

すずらん

久米川↓

社会福祉センター

受付期間

青葉の杜

↑全生園

随時受付
みんなの家 吉田さろん
（不在時は物置へ） （青２‑3‑7 ☎ 395‑3377）

社会福祉協議会
9：00〜17：00
野口町 1‑25‑15
事務所 （日 ･ 祝日を除く） ☎ 394‑6333

問合せ

鷹の道

9：30〜11：30 グリーンタウン美住１番街第２集会所

◆常設受付場所◆
場

ミニストップ

薬局
商工中金

9：30〜10：30

9：00〜12：00
5 /17 野口
（日） 久米川 10：00〜13：00
青葉

東村山市
社会福祉協議会

富士見図書館入口

9：30〜11：30 西武園住宅自治会集会所
5 /10
多摩湖
（日）
10：00〜12：00 消防詰所

5 /30
まで

至所沢

ブックオフ

13：00〜15：00

府中街道

秋津

中央公民館 郵便局

本町１丁目町会集会所

サンパルネ

13：00〜15：00

東村山駅

5 /9
（土）

時

本

第１弾

5 24 （日）

◆地区収集場所◆
町名

http://hm-shakyo.or.jp
soumu@hm-shakyo.or.jp

福島県災害復興支援コーナー、
遊びコーナー、
模擬店もあるよ！

第42回
日にち

ＵＲＬ
メール

2015年（平成27年）５月１日発行

愛の募金箱

合計 １, ２６７, ２７０円

◆バザー品をご寄付ください◆

バザーは皆さまのご寄付で成り立っています。
ぜひご協力をお願いいたします。
■春・夏物の衣類 ■ベビー・子ども用品 ■書籍
■新品・新品同様のくつ・かばん ■日用雑貨
■未使用のセトモノ･食器類 ■賞味期限内の食料品

お受け取り出来ないもの
冬物衣類、電化製品、ガス器具、家具類、使用した布団・毛布、健康器具、
チャイルドシート、自転車、スキー・スノーボード、ゴルフクラブ など
主催
協賛

平成26年度寄付総額

10,518,165円

〜力強いご支援、心より感謝申し上げます〜

後 援 東村山市
第42回福祉バザー実行委員会
㈱アートコーポレーション、㈱ジャパンビバレッジイースト、
㈱伊藤園、㈱ヤクルト、㈱竹内商事、㈱竹田商店、
読売センター（YC６店舗）“YC富士見・YC東村山・
YC東久留米南部・YC秋津・YC久米川・YC東村山中部”

〈広告欄〉 内容等に関しては、各広告主へお問い合せ下さい。

福祉用具レンタル・販売・住宅改修

介護タクシーサービス

車いす・ストレッチャー・階段昇降機 対応
介護保険対応の場合〔タクシー料金 900円（税抜）
（東村山近隣定額）〕
※自社サービス
（福祉用具等）
利用の方はタクシー料金300円引き

福祉用具のレンタル価格は、
高くありませんか？
レンタル価格は会社によってちがいます・
・
・
お気軽にご連絡ください！
！
※ベット搬入時の既存ベット処分費無料
おむつ販売
（配送無料）
くつ・杖・シルバーカー等 20〜50％引き

時給（身体）2,000円（生活）1,300円 夏季・冬季ボーナスあり
※半年毎の勤務実績 土・日・祝日、年末年始、早朝・夜間割増あり

189‑0014 東村山市本町４丁目３番地３ 山栄マンション103
TEL042‑398‑5350 URL：http://care-net.biz/13/fureai/

189‑0014 東村山市本町４丁目３番地３ 山栄マンション103
TEL042‑396‑2001 URL：http://care-net.biz/13/fureai/

ふれあい工房 東村山営業所

登録ヘルパー募集

ケアセンターふれあい 東村山

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 187 号

平成27年度

祉

事業収入
（3.2%）

寄付金
（1.8%）

その他
（0.4%）

485,225 千円

福祉のまちづくり、
住民活動支援のた
めに（13.0%）

施設運営のために
（11.3%）

支出

福祉サービスの
提供のために
（17.1%）

◆相

相談事業、
貸付事業
のために
（34.5%）

東村山市社協では、年３回の募金運動を実施し、地域
の皆様の生活に還元する様々な事業に活用しています。
昨年度も力強いご支援をいただき有難うございました。
今年度も引き続きご理解とご協力をお願い申し上げます。
一円貨募金（７月）
総額4,600,365円
赤い羽根共同募金（10月） 総額2,372,748円
歳末たすけあい募金（12月） 総額4,063,705円

社協をめざして
① 東村山市第４次地域福祉活動
計画のさらなる推進
② 地域ネットワークの推進とコ
ーディネート機能の充実
③ 市民後見人の養成と法人後見
監督の基盤づくり
④ 行政との連携及び各種関係機

幼児相談室

関・団体との協働

◆在宅福祉サービス

⑤ 事業の見直しと組織再編

ホームヘルプサービス
ケアプラン作成
移送サービス
一人暮らし高齢者の安否確認・電話訪問
ガイドヘルパー・手話通訳者の派遣

☆事業計画・予算書は社協事務所

◆資金の貸付

で閲覧できます。また、ホーム

生活福祉資金の貸付
応急小口資金の貸付

ページでもご覧いただけます。
http://hm-shakyo.or.jp

◆施設の運営

問合せ

福祉作業所 大古本市
東村山市福祉作業所
東村山市立社会福祉センター

社会福祉協議会 総務係
☎３９４ ６３３３

パール歯科

東京都東村山市栄町1‑6‑8 中村ビル１階
フリーダイヤル 0120‑438‑148
http://soumeikai.com/
※治療はすべて保険診療です

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。

東村山市第４次地域福祉活動計画 進行中！⑤

利用者の心を育む支援を目指します

ご自宅で治療から口腔ケアまで
歯科医師がご自宅や施設へお伺い致します

医療法人社団 相明会

今回は目標のひとつ

〜ネットワークと連携〜

にあたる活動の紹介です︒

︵団体名﹁
︶東村山卒後の居場所準備室﹂

東村山卒後の
居場所準備室とは

になってお花の手入れをし
ています︒公園に遊びに来
ている方達からも﹁お花を
楽 し み に し て る ﹂﹁ あ り が
とう﹂などの声をかけても
らい︑子ども達にとって嬉
しい刺激となっています︒

★ 卒後の居場所

た保護者の方々
が集まり︑活動
を始め︑その活
動を通じて新た
な活動が生まれ
る⁝︒一人一人
の力は小さくて
も︑つながり合
えば大きな力になります︒
﹁明日のために力を合わ
せるまちづくり﹂を進める
ために︑各地域の地域懇談
会にぜひご参加ください︒

＊各地域の６月の懇談会予定

︵土︶
◆久米川町 ６月６日
午後２時〜４時︵久米
川ふれあいセンター︶
◆諏訪町 ６月 日
︵木︶
午後７時〜９時︵社会
福祉センター︶

掲載作品募集

︱

作品・氏名・住所を記載し︑郵送・
持 参・ Ｆ Ａ Ｘ・ メ ー ル で お 送 り く
だ さ い︒
︵市内在住・在勤の方︑各
号につき一句 ※未発表作品のみ︶

応募先 社会福祉協議会 総務係
〒１８９ ︱００２２ 野口町１ ︱
ＦＡＸ ３９３ ︱０４１１

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

※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
のでご了承下さい︒

前述の花いっぱいプロジ
ェクトなどの活動を通じて︑
新たにつながりができたＮ
ＰＯ法人ワーカーズコープ
の協力で︑目標であった﹁卒
後の居場所﹂の実現に向け
て本格的に動き出すことが
できました︒
物 件 探 し や 備 品 の 確 保︑
スタッフの確保など︑両者
が連携しながら準備を進め︑
今春︑障害福祉サービスの
生活介護事業所﹁東村山七
国山地域福祉事業所ここ
わ﹂として︑開所しました︒
少し前までは一市民だっ

つながろう 明日のために力を合わせるまちへ

★

市内在住の中・重度の知
的障害児の保護者と支援者
が集まってできた団体です︒
障害のある子ども達が学
校を卒業した後も地域の中
で心豊かに暮らしていくこ
とを願い︑障害理解を推進
するための啓発活動を行っ
ています︒

市民の方との
★
ふれあい
卒後の居場所準備室が行
っている﹁東村山花いっぱ
いプロジェクト﹂
は︑種まき
や 花 壇 の 手 入 れ を 通 じ て︑
市民の方と障害をもつ子ど
も達がふれあえる機会を作
ることを目的に︑主に東村
山中央公園で活動していま
す︒
子ども達にも得意な役割
を担ってもらいながら︑保
護者とボランティアと一緒

︵秋津町 新井 春夫︶

生きた我

雷も 風邪で含嗽か ゴロゴロゴロ

キラ女なり 昭和の時代を

︵久米川町 稲崎 通子︶

陽が沈み 秋の夕焼け 影絵かな

︵富士見町 新谷 勝子︶

︵萩山町 杉山 正枝︶

しあわせに 名前は親の 祈りなり

氏名 音順で掲載

25
15

18

あらゆる生活課題に対応する

談

中部地域包括支援センター
福祉サービス総合支援事業
成年後見制度推進事業
受験生チャレンジ支援貸付事業
障害者地域自立生活支援センター

平成26年度募金報告

50

（2）

重点目標

各町福祉協力員会活動の推進
ボランティア・市民活動相談
情報提供
美住町福祉協力員会
みすみサロン
団体とのネットワークづくり
サロン活動や地域防災活動など住民の地域活動支援
介護予防活動や高齢者の生きがいづくりを支援

高齢者の生きがい
と健康づくりのた
めに（10.0%）

485,225 千円

2015年（平成27年）５月１日

◆福祉のまちづくり

国・都・市からの
補助金・受託金
（76.6%）

法人運営のために
（14.1%）

り

主な事業

収入

介護保険事業・
障害福祉サービス
（15.8%）

よ

事業計画と予算

共同募金配分金
（0.9%）

会費
（1.3%）

だ

徒達が勝つのは至難の業だとか。それでも 負けたままでは

メキ上達しているんだって。これからも応援しているポン！

いきたいです︒

福祉サービスのこと

利用の手続きのこと
作業所のこと など

視覚に障害のある方へ
〜一緒にハイキングを
楽しんでみませんか 〜

社会福祉協議会まちづくり支援係

☎３９４ ６
︱ ３３３

おかげさまで、沢山の方々に支持されております！

寝たきりや在宅介護でもう悩まない！！

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。

初回無料体験 （３０分）

久米川指圧訪問マッサージ 平日９時～１８時

☎042-395-239３ 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

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 ☎042‑396‑1533

第 回障害者週間・福祉
のつどい実行委員募集

月９日の﹁障害者の日﹂に
ちなんで行われるこのイベント
は︑市内の福祉施設や市民ボラ
ンティアが実行委員会をつくり︑
色々なアイディアを出して実施
しています︒一緒に﹁福祉のつ
どい﹂を盛り上げましょう︒
第１回実行委員会
５月 日︵木︶午後１時〜
社会福祉協議会にて
申込み ５月 日︵金︶まで

﹁ふれあい・いきいきサロン﹂
は︑高齢者・障害者・子育て中
の 親 子 が 歩 い て い け る 場 所 で︑
ボランティアと一緒に楽しく活
動する仲間づくりの場です︒
現在市内には サロンありま
す︒きっと︑あなたに合ったサ
ロンが見つかるはずです︒お出
かけください︒
配布場所 社協事務所︑社会福
祉センター︑福祉協力店など
問合せ

パンフレットが出来ました

﹁ふれあい・いきいきサロン﹂

☎３９４ ６
︱ ３３３

社会福祉協議会まちづくり支援係

28

32

12

﹁るーと﹂
のことを
ご存じですか？
容
内
談
相

＊お知らせ＊

障害者手帳のこと
障害年金のこと など

!!

草場委員長からのメッセージ

地域のいろんな方々のバックアップの
お蔭で定期的な活動に繋がりました。
高齢者の皆さんに育ててもらってい
ると感じています。 （顧問の先生）

な
主

★上記以外にも様々な相談をお受けします！

年以上の実績がある山岳
集団﹁あんぺいじ﹂の方々が
しっかりとサポートしてくだ
さいます︒美味しい豚汁もあ
ります︒ご参加ください︒
日時 ５月 日
︵日︶午前９時
東村山駅改札口集合
行き先
飯能河原から美杉台丘陵
参加費 ３００円︵当日集金︶
申込締切 ５月 日︵火︶
申込み・問合せ
︱ ２４３︶
貝瀬︵☎３９８ １
主催
東村山市視覚障害者友の会

お気軽に
ご相談
ください！

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）

手続きのこと

私たちが「るーと」の職員です
（左から本庄、稲森、櫻井）

生活のこと

12

委員長という大役をいただき
責任を感じています︒日頃やっ
ている見守り︑お付き合いをよ
り強い絆にし︑仲の良い本町地
域にしていきましょう︒

共通の趣味を持つ大事な仲間として、
日に日に強くなっていくのが嬉しい。
生徒達は礼儀正しく熱心で、毎回心
待ちにしています。
（ほのぼの館利用者）

東村山市障害者地域自立生
活支援センター﹁るーと﹂は︑
市内に住んでいる障害をお持
ちの方を支援するために︑平
成 年に設立され︑今年で
年目になりました︒
﹁相談支援事業所﹂として︑
様々な相談を受け︑困りごと
を解決するためのお手伝いを
しています︒障害者手帳を持
っていなくても︑ご家族︑ご
友人の方からの相談もお受け
しています︒
まずは︑ひとりで抱え込ま
ず︑気軽にお電話を！
もっと詳しく知りたい方は︑
ホームページ﹁支援センター
るーと﹂で検索してください︒
問合せ るーと
︱ ５５５
☎３９４ １
︵月〜金曜日 午前９時〜
午後５時︶

次号は回田小学校で毎年行われている
老人クラブとの交流活動を紹介するポン。

みんなで安 心 安 全なまちづくり

引きとスピード感にビックリ！皆さんはベテラン揃いで、生

家事のしかたのこと
一人暮らしのこと など

17

みんなから
の相談待っ
てるポン★

＊異世代交流＊

どのような活動ですか

対局を重ねることで対応力・集中力・
体力がつきました。入部当初は初心
者だったけど、だいぶ成長できたと
思います。
（生徒）

本町の住民や事業者が︑日常
的な活動や業務の中で︑あいさ
つ・目配り・声かけなど︑ゆる
やかな見守りを行います︒その
中で︑いつもと違う様子・異変
に気付いたら専門機関につなげ
ます︒また︑見守りを行ってい
る会員同士の交流や情報交換を
行います︒

生徒達が困らないよう、対局相手をコーディネートしてく

15

43
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20
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７月１日号予告

東村山市立回田小学校

専門機関への電話のかけ方研修中

普段の活動以外にも、学校の文化祭にお誘いし
たり、将棋の対外試合に応援に来てもらったり
と双方向のあったか〜い交流が続いているんだポン。

高齢者見守りネットワーク 本町だいじょうぶだぁネットの取り組み

校の将棋部を取材してきたよ。

今後の目標は

いざ対局となると、将棋盤の上で静かに繰り広げられる駆け

諏訪町・秋津町・青葉町・萩山
町に続き︑市内５番目の高齢者
見守りネットワーク﹁本町だい
じょうぶだぁネット﹂が︑４月
から活動を始めました︒委員長
の草場さんにお話を伺いました︒

の館で活動している明治学院中学校・明治学院東村山高等学

マスコットキャラクターの
「セキレイ」

まだ始まったばかりの会なの
で︑町の方々に知っていただき︑
一緒に活動する仲間を増やして

れる方もいて、和やかで家族みたいな雰囲気だったよ。でも

活動のきっかけ

８年前から毎月４〜５回、小平市の高齢者交流施設ほのぼ

「福祉のつどい」体験コーナー
手話体験の様子

東村山の
サロン情報満載！

訪問リハビリマッサージ

健康保険が
使える！！

という生徒達の強い気持ちが後押しして、メキ
終われない

年度の本町地域懇談会で
﹁高齢者の見守り﹂が課題のひ
とつとしてあがりました︒また︑
本町の介護保険事業者の中でも
﹁地域の見守りの仕組みづくり﹂
が課題になっていました︒そこ
で︑住民と事業者が定期的に集
まり︑情報交換を重ねました︒
本町では既に見守り活動をし
ている団体も多く︑その活動を
生かしつつお互いつながること
が 出 来 る よ う に と い う 考 え で︑
平成 年３月に見守り連絡会準
備委員会を立ち上げたのがきっ
かけです︒

明治学院中学校
明治学院東村山高等学校の巻

25

26

〜将棋を通じた異世代交流〜
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夏！体験ボランティア 学生対象の夏休みのボランティア体験 ７〜８月

災害時の備え、災害時のボランティア
災害スタッフ
ボランティア講座 の役割などスタッフとしての講座

２月

ボランティア紹介広場
紹 介 広 場 は︑﹁ 自 分の特 技 を
生かしたい﹂ というボランティ
アと ﹁来てもらいたい﹂ という
福祉施設などとの出会いの場で
す︒ 出演ボランティアを募集し
ます︒ 見るだけの方も大歓迎！
開催日時 ６月 日︵火︶
午後１時 分〜４時 分
場所

社会福祉協議会

自転車店

ブックオフ

お気軽に
ご相談下さい。

次号は2015年７月１日号です。

まちで見かけた
ちょっといい話

信 号 の あ る 交 差 点 で︑
足に障がいのあるお年寄
りが信号が変わるのを待
っていました︒信号が青
に変わって︑お年寄りは
渡り始めました︒足を引
きずり︑急いで渡ろうと
していましたが︑時間が
かかりそうでした︒少し
後ろにいた若い男性が
﹁青延長用押しボタン﹂
を押して︑何事もなかっ
たようにお年寄りを追い
越して渡っていきました︒
さりげない優しさに触
れた一場面でした︒地域
にこのような方が増える
ことを願っています︒

編集後記

第一面に福祉バザーを掲
載しました︒社会福祉協議
会の大きな催し物の一つで
す︒バザーは財源確保と市
民との交流を目的に開催さ
れます︒皆様のご理解とご
協力がなければ成功しませ
ん︒宜しくお願いいたしま
す︒
当日︑雨が降りませんよ
うに⁝︒
先日︑編集委員会では﹁市
民の心をつかむ広報紙作成
のポイント﹂がテーマの研
修を企画し︑受講しました︒
〝 く っ き り・ す っ き り・ ど
っきり〟を目標に︑研修で
学んだことを活かして︑読
みやすく分かりやすい紙面
づくりをしていきたいと思
います︒
野﨑元子︵栄町︶

『見て』 『触って』 『試せる』 お店です ＊＊＊

グループ登録について
ボランティアセンターでは
登録グループの活動をＰＲ・
支 援 し ま す︒ 活 動 の 場 を 増
やしたい！というグループは︑
ぜひご登録ください︒
社会福祉協議会の会議室や
福祉情報室の利用︑ボランテ
ィア保険料の補助などもあり
ます︒

府中街道

東京
電力

みんなのまわりで
心がほんわかする
出来事があったら
教えてほしいポン♪

来ると得する！
ボランティアグループ
懇談会
ひとりでは無理なことでも
みんなでやればできることが
あります︒ボランティア活動
も同じです︒ひとつのグルー
プで実現できないことも︑複
数で関われば︑できることが
たくさんあります︒
登録グループ約 団体の中
から選出された運営委員を中
心 に︑ 毎 月︑ 懇 談 会 を 開 き︑
多くの方が参加しています︒
グループ間でお互いの特技
を活用し合い︑行事や学習会
を企画・実施しています︒新
しいグループの方︑ぜひ参加
を！
ボランティアグループ懇談会
日時 毎月第４土曜日
午前 時〜 時
社会福祉協議会
場所

説明会
６月９日︵火︶午後２時〜３
時にご参加下さい︒
申込み
５月１日︵金︶から 日︵月︶
までに︑参加申込書をボラン
ティアセンターに提出︒
参加申込書は︑ボランティア
センターにあります︒

問合せ
東村山ボランティアセンター

中央公民館

駅ビル

至新宿

至国分寺

東村山駅

イトーヨーカドー

＊＊＊

ボランティア交流会
〜ボランティアグループ懇談会主催〜

鷹の道

商工中金

郵便局
ミニストップ

90

協力；視覚障害者友の会／
福祉さんき会

募集内容
福祉施設や団体でボランティ
ア活動をしてみたい方
ア ト ラ ク シ ョ ン の 披 露︵ 歌︑
手品︑落語など︶ 組︑癒し
コーナー︵マッサージ︑体操
など︶５組

至所沢

月〜土 午前９時〜午後５時
東村山市野口町1‑25‑15
☎ 042‑396‑1533
℻ 042‑393‑0411
http://hm-shakyo.or.jp/vc/
E-mail vc@hm-shakyo.or.jp
薬局

東村山ボランティアセンター

ロー
タリー

バス通り

申込み 平成27年５月１日（金）午前８時30分

※応募多数の場合は初めての方
を優先し︑結果を６月 日ま
でにお知らせします︒

昨年度の様子
〜迫力ある歌声を披露〜

参加費 300円

☆ティータイム＆
ボランティアガイダンス
30

12

25

定 員 ３０名

協力；ボランティアグループ
「原っぱ」
（先着順に受付、定員になり次第〆切）

30

10

☆紙芝居を体験しよう！
対 象 ボランティア活動に興味がある方

お菓子
つき♪

（野口町１ 25 15 地域福祉センター内）

おもな内容

場 所 社会福祉協議会

詳しい内容については、今後の福祉だより等でお知らせします。
皆さんのご参加をお待ちしています。

☆視覚障害がある方の
ガイドボランティア体験
30
20

ボランティアグループ懇談会と共催の
10月18日
ボランティア活動の輪を広げる楽しい
（日）
イベント

６月 27 日（ 土 ）
午 後 １時 30 分 〜３ 時 30 分

１月

日時
室内レクリエーション 室内で出来る楽しいレクリエーション
講座 についての体験講座

からボランティアセンターへ来所・電
話・メールのいずれかで申込み
（メールの場合は「講座名・氏名・ふり
がな・住所・電話番号・年齢」を明記）

10

容
内

ゆるボラ講座は、ボランティア初心者向けの講座です。
「自分には何が出来るだろうか」「特技があるわけでもない
けど大丈夫かな」などちょっとためらいがちな方、自分にあ
う活動が見つかるきっかけとしてのおすすめの講座です。
肩の力をユルめて、最初の一歩を踏み出してみませんか。

ボランティアまつり

開催月

ボランティ
アは自分に
カエル

講座 ・ イ ベ ン ト 名

６月30日
（火）

ボランティア紹介広場 特技ボランティアの発表・紹介の場

ゆるボラ講座
はじめての方におすすめのボランティ ６月27日
（土）
ア講座

ゆるボラ講座

自分に合うボランティアってあるの？
・・・
時間がない

平成27年度 ボランティアセンター年間予定
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