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お蔭様にて、皆様方とご一緒に本年50周年（昭
和41年設立・昭和43年法人化）を迎えること
になりました。半世紀にわたるご支援ご協力に、
本会役職員一同心から感謝申し上げます。

昨年度、井澤市長より国分寺市理想のまちの姿、
「魅力あふれ、ひとがつながる、文化都市国分寺」
の実施、『新国分寺市ビジョン』が発表されま
した、『ひとがつながる』は地域社会の支え合い
により自立した豊かな生活を実現することであ
り、本会の永遠の活動目標であります。他人事を「我
が事」にし、地域の課題を「丸ごと」受けとめる、『我が丸』活動を強力に
遂行してまいります。法人化 50 周年という節目の年を迎え、改めて社会
福祉法人の原点に立ち、「みんなで支え合い 誰もが安心して暮らせるまち 
国分寺」を実現するため、皆様と共に本会役職員一丸となりさらなる努力
を続けてまいりますことをここにお誓い申し上げます。

また、法人化50周年を記念して、本会の新しいマスコットキャラクターが
誕生致します。7月1日に開催する「50周年記念式典」にて正式発表いた
します。「マゴコロくん」同様、新しい本会のマスコットをご愛顧のほどよ
ろしくお願いいたします。

COUNCIL OF SOCIAL WELFARE KOKUBUNJI

　唱歌「夏は来ぬ」の冒頭で「卯の
花の匂う垣根に ほととぎす・・・」
と歌われているのがこの花です。
なぜか、昔は畑の境界に植えられ
ることの多い木でした。
　4月～ 6月にかけてたくさんの
真っ白な花を咲かせることから、
万葉集でも初夏の訪れを告げる花
として、ほととぎすと一緒に詠ま
れているものが多くあります。
　一説には、卯月（旧暦の4月）に
花が咲くため、「卯の花」という名
がついたと言われています。
　また、幹が空洞になっており、
和名は「空木」と呼ばれます。

問い合わせ先
国分寺市社会福祉協議会　記念式典担当　TEL ０４２－３２４－８３１１ 
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「万葉植物園」は西元町の武蔵国分寺境内にあります。

国分寺市社会福祉だより「ふくし」は「会員会費」「歳末のたすけあい・地域福祉活動募金」の配分金を活用して発行しています。（年４回、全戸配布）

国分寺市社会福祉協議会は法人化50周年を迎えました

７月１日に
マスコットキャラクター
を発表します！

国分寺市社会福祉協議会法人化50周年
民生委員制度創設100周年 記念式典
本会の法人化 50 周年を記念し、50 年を支えて頂いた市民の皆様及び関
係機関等の皆様への感謝の気持ちを込めて開催いたします。また、東京
都民生委員誕生100周年記念事業に合わせ、国分寺市民生委員・児童委
員協議会（85周年記念）ならびに国分寺市と共催いたします。

●共　  　催：社会福祉法人　国分寺市社会福祉協議会
 国分寺市民生委員・児童委員協議会／国分寺市
●日　  　時：7月1日（日）午後1時～午後4時（開場午後0時半）
●会　  　場：国分寺市立いずみホール（JR西国分寺駅南口徒歩２分）
 ※駐車場・駐輪場はございません。

●参加方法：無料（申し込み不要・先着 150名様）
 ※第２部からのご参加はできません。第１部からご参加できる方が対象です。

●プログラム 第１部　記念式典
 第２部　記念リサイタル
 ※オペラやアリア、ポップスまで、皆様に幅広く楽しんでいただけるリサ
 イタルです。

出演者

社会福祉法人
国分寺市社会福祉協議会
会 長   北原 輝久

村越大春さん（テノール）
国分寺市在住。国分寺一中出身。東京藝術大学音楽学部声楽家卒業。
同大学院修士課程独唱科修了。2000 年オーチャードホールコンクー
ル第１位など数多くの賞を得ている。今回、国分寺出身のご縁で記
念リサイタルをお願いしました。
　　　　　　　

村越敦子さん（ソプラノ）
国分寺市在住。東京藝術大学音楽学部声楽科卒業。ベートーヴェン「第
九」  ソプラノソリストや、日本オペラ振興会「フレッシュコンサート」
等、各種演奏会に多数出演
　　　　　　　

鈴村真貴子さん（ピアノ）
村越さんと同じ東京藝術大学音楽学部を卒業され、その後同大学大
学院修士課程ピアノ専攻を主席修了。 KOBE 国際学生ピアノコン
クール最優秀賞。
　　　　　　　

ル・リヤン（合唱）成井木綿子さん（ピアノ）
国分寺市民生委員・児童委員協議会の合唱団として、平成２３年に結成。今回、村
越ご夫妻の記念リサイタルの最後を飾る 2 曲を歌います。

　　　　　　　

進美沙子さん（合唱指揮）　
国分寺市在住。東京音楽大学声楽科卒業。日本オペラ振興会オペラ
歌手育成部第２２期修了。国分寺市民生委員・児童委員協議会の合
唱団「ル・リヤン」常任指揮者。
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平成30年度　社協会員募集！

会費を納めることが会員としての活動（協力）となります。
ぜひ、社協の会員になって、地域福祉活動の
充実を応援してください。

　自治会・町内会・社協関係者を通じて　　　直接社協窓口で
郵便振込で 市内郵便局や公共機関等にある「社協リーフレット」に振込用紙を
 添付しています。振込手数料はかかりません。

　銀行振込で 社協総務係（042-324-8311）までお問い合わせください。

お気持ちなので決まりはありませんが、目安として会員区分
を設けています。

国分寺の地域福祉活動を応援したいと思ったら、まずは身近にできることからはじめてみま
せんか。平成29年度は、合計6,586,021円のご協力をいただきました。
今年度より7月1日から7月31日までの期間を社協会員会費増強月間とさせていただきます。  

皆様の会費は、こんな事業に使われています。 会費はいくら払うの？

会費の納入方法について

個人会員

個人賛助会員

個人特別会員

団体会員

法人会員

福祉特別功労会員

寄付者

500円

1,000円

5,000円

3,000円

10,000円

100,000円

500円未満

会費（年度額） 備考区分名称

500円未満については、寄付としてお取扱いさせてい
ただいております。

社協活動や社会福祉に特に関心のある個人や団体を
対象とした区分。

社会福祉法人、企業を対象とした区分。

NPO法人、任意団体を対象とした区分。

世帯を対象とした区分。（ご協力いただく金額に応じ
た名称により区分しています）

※団体・法人会員の皆さんには、備品（ポップコーン機等）の無料貸出の特典もあります！

みんなの安心のために
・小学校区を中心としたコ

ミュニティづくりの推進
・地域支え合い活動（登下

校時の見守
り・声掛け
等）

ボランティア活動に

地域福祉情報を
地域の皆様へ

・社協だより「ふくし」の発行
・ホームページの運営

防災に関する取り組み

・災害発生時の災害ボラン
ティアセンター立ち上げ等

・ボランティアに関する相
談コーディネート

・ボランティア保険料の一
部を補助

・ボランティア講座等の開催
・ふくし体験プログラムの

実施

国分寺社協　平成30年度の事業計画・予算が決まりました！国分寺市社会福祉協議会のあゆみ
3月に開催した「理事会」ならびに「評議員会」でご承認いただき、平成30年度事業計画・予算が決まりました。

詳細については、本会ホームページをご覧ください。また本会事務所でも「平成30年度事業計画および収入支出予算書」をお配りしています。
法人化50周年を記念して、国分寺市社会福祉協議会のあゆみを振り返りました。

平成30年度　重点目標

平成30年度の主な新規事業

1.　小地域（小学校区や中学校区）における住民主体による
福祉活動の推進と支援

2.　総合相談・生活支援体制の充実・整備

1.　「法人化50周年記念式典」の開催
2.　国分寺市社会福祉等連絡会（仮称）の組織化
3.　「ここねっと懇談会」の開催
4.　「地域福祉コーディネーター」の設置の検討
5.　「市民後見人」の育成及び登録・支援

昭和41年国分寺市社会福祉協議会設立　初代会長 冨士野勉寿氏就任
昭和42年社会福祉だより「ふくし」創刊号発行
昭和43年社会福祉法人格取得 平成30年度は、本会が法人化されて50周年という大きな節目の年となり

ます。その節目の年を迎えるにあたり、今一度創立当初の初心に立ち返り、
この国分寺が「誰もが安心して暮らせる街」となるよう、本会の社会福祉
事業・地域福祉活動の方向性と果たすべき役割を再確認してまいります。

平成30年度
予算

175,496,000円

法人
81,830,000 円 （47％）
・法人運営
・社会福祉の広報・啓発
・会員会費
・歳末たすけあい運動

ボランティア活動センター
4,925,000 円 （3％）
・小地域福祉活動
・高齢者見守り推進事業

ファミリー・サポート・センター
18,603,000 円 （10％）
・ファミリー・サポート・センター事業

自立生活サポートセンター
45,270,000 円 （26％）
・生活困窮者自立支援事業
・生活福祉資金貸付事業
・チャレンジ支援貸付事業
・応急援護貸付事業

権利擁護センター
24,868,000 円 （14％）
・福祉サービス総合支援事業
・成年後見活用あんしん
   生活創造事業

1966～68年
昭和41～43年
1966～68年
昭和41～43年

2018年
平成30年
2018年
平成30年

1971～85年
昭和46～60年
1971～85年
昭和46～60年 1990～92年
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平成5年

1996年
平成8年

1997年
平成9年
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平成11年
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平成15～16年2005年

平成17年
2006年
平成18年

2007年
平成19年

2008年
平成20年

2009年
平成21年

2010年
平成22年 2012年

平成24年 2013～15年
平成25～27年

昭和46年「第1回福祉バザー」実施
昭和51年「ボランティア・コーナー」
を開設（東京都ボランティア活動推進
モデル地区指定）
昭和60年「一人暮らし老人等会食会」

（現在の地域交流会）事業開始

平成2年 第３代会長（現名誉会長）星野亮雅氏就任

国分寺市立福祉センターに、事務局移転

「福祉関係団体新年会」を開催

※あゆみの詳細をご覧になりたい方は、
7月2日以降に窓口にて設置される記念誌をご覧ください。

「あすを拓く国分寺10万市民の福祉計画」
-第Ⅰ期国分寺市民地域福祉活動計画-

平成15年「権利擁護センターこくぶんじ」を開設
平成16年東元町に「ボランティア活動センターこくぶんじ」を開設

「第２期国分寺市地域福祉活動計画」
（ここねっとプラン）策定

東京都社会福祉協議会より「地域福祉権利擁
護事業（日常生活自立支援事業）」を受託

市内小学校区及び関係団体等に「ここねっと懇談会」を開催
「見守り・声かけ運動（腕章活動）」の推進

第5代会長　北原輝久氏就任
「権利擁護センターこくぶんじ」を日吉町に移転

「法人後見監督業務」を開始

「東日本大震災」ボランティア支援、
街頭募金と東北3県に職員派遣
国分寺市より「ファミリー・サポート・
センター事業」を受託 平成25年「生活困窮者自立支援法」モデル事

業を受託し、「自立生活サポートセンターこくぶ
んじ」を開設。平成27年「自立相談支援事業」

「住居確保給付金」「学習支援事業」を受託

法人化
５０周年を迎える

＊なお、７月28日（土）は事務局窓口（福祉センター内）を臨時開館いたします。

「第3期国分寺市地域
福祉活動計画」を策定

「ふくし創刊号」

「地域支え合い活動（腕章活動）」 「ここねっとナインクリスマス会」

「国分寺市民地域
福祉活動計画」

国分寺市より「支え合いネットワーク推進事業
～まごころネットワーク～」（現「高齢者見守
り訪問事業」）を受託

平成4年市民公募で
「マゴコロくん」がイ
メージキャラクター
に決定
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昭和60年「一人暮らし老人等会食会」
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「福祉関係団体新年会」を開催
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7月2日以降に窓口にて設置される記念誌をご覧ください。

「あすを拓く国分寺10万市民の福祉計画」
-第Ⅰ期国分寺市民地域福祉活動計画-
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センター事業」を受託 平成25年「生活困窮者自立支援法」モデル事

業を受託し、「自立生活サポートセンターこくぶ
んじ」を開設。平成27年「自立相談支援事業」

「住居確保給付金」「学習支援事業」を受託

法人化
５０周年を迎える

＊なお、７月28日（土）は事務局窓口（福祉センター内）を臨時開館いたします。

「第3期国分寺市地域
福祉活動計画」を策定

「ふくし創刊号」

「地域支え合い活動（腕章活動）」 「ここねっとナインクリスマス会」

「国分寺市民地域
福祉活動計画」

国分寺市より「支え合いネットワーク推進事業
～まごころネットワーク～」（現「高齢者見守
り訪問事業」）を受託

平成4年市民公募で
「マゴコロくん」がイ
メージキャラクター
に決定

平成３０年度も受験生チャレンジ支援貸付を行います！
それに伴い、個別相談会を開催いたします。

一定所得以下（収入要件あり）の世帯の中３生、高３生、
それに準じる２０歳未満の方を対象に学習塾・受験料の貸付金です。
※その他にも対象要件あり。まずはお問い合わせください。

日時：６月16日（土） 9：00～16：00
会場：国分寺市社会福祉協議会（福祉センター内）
※事前に必ず下記へご予約をお願いいたします。

☎042-324-8311

受験生チャレンジ支援貸付とは…

【個別相談会】

月曜～金曜
9：00～17：00（土日祝日除く）　
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ボランティア活動センターこくぶんじ

市民の想いを地域のチカラに！

社会福祉協議会の事業は、市民の皆さんの参画とご協力でなりたっています。
総務係は、地域の皆さんと社協が行う様々な事業をつなぐ役割を担っています。

総務係

地域の皆さんでお子さんを育てよう！

援助会員が『お子さんを一時的に預かる』という援助活動（有償）です。

国分寺市ファミリー・サポート・センター

ひとりで悩まずに、

まずは私たちにご相談ください！

自立生活サポートセンター
こくぶんじ

会員会費や寄附
赤い羽根共同募金・
歳末たすけあい運動

ふれあい募金箱や社会
貢献型自動販売機の設置

地域の福祉情報をお届け
（広報誌「ふくし」の発行など）

総務係：042-324-8311

ボランティアを「したい人」と「して欲しい人」をつなげる働き（コーディネート）
をしています。また、市民のための市民参画によるまちづくりの実現を目的として、
ボランティア活動センター運営委員会を設置しています。

「できる時にできる範囲で」を合言葉に平成
17 年度から始まった活動です。児童の見守
りから地域の見守りへと発展してきました。
地域の皆さんが黄色の腕章をつけることに
より、児童にとって「安全な大人」と分かり
やすく、道で行き交う大人同士も挨拶をし
て顔見知りになるきっかけができる等、地
域全体の犯罪の予防にもなっています。

市内の小・中学校の総合学習の時間や、各
種団体・企業からのご依頼に対して、ボラ
ンティアグループ等の協力を得ながら「ふく
し体験プログラム」を実施しています。

地域支え合い活動 ふくし体験プログラム

主な事業

地域交流会、夏体験ボランティア（p8 参照）、登録団
体制度（p7 参照）、運営委員会（p8 参照）等の活動
を行っています。

高齢者見守り訪問事業（委託事業）
見守りサポーター（ボランティア）
が一人暮らしの高齢者等の家庭に訪
問し、安否確認、お話し相手や趣
味の相手等をする活動です。

その他にも…

権利擁護センターこくぶんじ
認知症になっても障害があっても、誰もが地域で安心して

暮らし続けられる、支え合い助け合う地域をめざしています。

ボランティア活動センターこくぶんじ：042-300-6363

福祉に関するちょっとした困りごとや相談に応じます。
利用している福祉サービスに関する苦情もご相談ください。

福祉サービス総合相談

住み慣れた地域で生活できるよう、福祉サービスの利用や支
払い等をお手伝いします。対象は認 知症や精神障害・知的
障害等で判断能力が不十分な方です。

地域福祉権利擁護事業

専門相談
成年後見制度の利用や相続・遺言・法律トラブル
等に対し、弁護士や司法 書士、社会 福 祉士が 個
別相談に応じます。（詳細は P6 をご覧ください）

成年後見制度利用支援事業
成年後 見制度の説明や申立手続きの相談、
後見人等候補者の紹介、後見人等の活動を
サポートします。

権利擁護センターこくぶんじ：042-580-0570

赤いのぼりが
目印！

利用会員
育児の援助が必要な

市民（いつでも
登録可）

援助会員
援助会員講習会を受
講し、20 歳以上の
心身ともに健康な方

育児相互
援助活動

こんな活動
をしています！

保育所などへの送迎、その前後のお預かり
保護者が外出時のお預かり

（学校行事、地域活動、買い物、リフレッシュ等）

保育場所

国分寺市ファミリー・サポート・センター：042-300-6061

失業や病気等による様々な
経 済 的な問 題や、生 活 上
の悩みをご相談いただける
無 料 相 談 窓 口です。相 談
員が一人ひとりの問題に寄
り添って、各関係機関と連
携しながら一 緒に解 決 策
を見つけていきます！

住居確保給付金
離職により住宅を喪失す
る恐れのある方へ、一定
期 間 の 家 賃 補 助（支 給
上限額あり）と就労支援
を行います。

受験生チャレンジ
支援貸付事業
対象となる塾受講料や受
験料を貸付けます。

自立相談支援事業
仕事や生活にお困りの方
の問題解決に向けて、寄
り添う支援を行います。

生活福祉資金貸付
低 所 得・高 齢 者・障 害
者 世 帯 を 対 象 に、資 金
の貸付および相談支援を
行います。

無料学習塾
経済的にお困りの世帯の
小３～ 中３生を対象に、
個別指導を行います。

※各制度には、様々な要件がある他、審査がございます。

自立生活サポートセンターこくぶんじ：042-324-8311

援 助 会 員 宅、利 用 会 員 宅、
公共施設（児童館・親子ひろば）

法人の運営・管理

例えば…

援助会員講習会　参加者募集中！
　　　　お申し込みは6月5日まで !!

ファミりん

権利擁護センター
こくぶんじ

ボランティア活動センター
こくぶんじ

国分寺市社会福祉協議会事務局
自立生活サポートセンターこくぶんじ
国分寺市ファミリー・サポート・センター

1 段 54.375mm　14.5Q 15w/1L
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社会福祉協議会の事業は、市民の皆さんの参画とご協力でなりたっています。
総務係は、地域の皆さんと社協が行う様々な事業をつなぐ役割を担っています。

総務係

地域の皆さんでお子さんを育てよう！

援助会員が『お子さんを一時的に預かる』という援助活動（有償）です。

国分寺市ファミリー・サポート・センター

ひとりで悩まずに、

まずは私たちにご相談ください！
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赤い羽根共同募金・
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（広報誌「ふくし」の発行など）
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し体験プログラム」を実施しています。
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問し、安否確認、お話し相手や趣
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Kokubunji Voluntary Action Center News

ボランティア活動センター こくぶんじ
〒185-0022 東京都国分寺市東元町3-17-2
TEL：042-300-6363 ／ FAX：042-300-6365
開館時間　月曜日～土曜日　午前９時～午後５時
Email ／ center@ko-shakyo.or.jp
ボランティア活動センター HP：http://www.ko-shakyo.or.jp/vc/
ボラセンブログ：http://blog.canpan.info/kokubunjivc/

ボラセンススタッフより

新年度より、センターの設備をリニューアルしています！
たくさんの方にお越しいただけることをスタッフ一同
楽しみにお待ちしておりますので、お気軽にお越しく
ださい。

国分寺

ボランティア
活動センター
こくぶんじ

多喜
窪通
り

南町三 殿ヶ谷
戸庭園

泉町一

知念医院

真福寺児童
遊園地

鹿島歯
科医院

1 段 54.375mm　14.5Q 15w/1L

平成29年度　第2回　登録団体連絡会が開催されました！

アイコンについて 日 …日時 場 …会場 対 …対象 内 …内容 講 …講師 定 …定員 費 …費用 申 …申込方法 問 …問合せ

〒185-0003
東京都国分寺市戸倉4-14国分寺市立福祉センター内
http://www.ko-shakyo.or.jp

● 総務係
TEL：042-324-8311　FAX：042-324-8722
開所時間　月曜日～金曜日　午前9時～午後５時
Email ／ info@ko-shakyo.or.jp

社会福祉法人　国分寺市社会福祉協議会

次回は9月15日（土）
発行予定です!

● 自立生活サポートセンターこくぶんじ
TEL：042-324-8311　FAX：042-324-8722
開所時間　月曜日～金曜日　午前9時～午後５時

● 国分寺市ファミリー・サポート・センター
TEL：042-300-6061　FAX：042-300-6062
開所時間　月曜日～土曜日　午前9時～午後５時
　 国分寺市ファミサポ

権利擁護センター こくぶんじ
〒185-0032 東京都国分寺市日吉町3-29-24
TEL：042-580-0570 ／ FAX：042-576-7081
開館時間　月曜日～金曜日　午前9時～午後５時
Email ／ soudan@ko-shakyo.or.jp

国分寺市
社会福祉
協議会

権利擁護
センター
こくぶんじ

去る1月23日（火）に開催した第 2 回登録団体連絡会は、大雪の翌日で
足元の悪い中、29 団体 35 名を超える多くの方にご参加いただきました！ 
連絡会では、「ボランティア活動センター登録団体新年のつどい」と題し
て、『困りごとビンゴ大会』を行いました。

各団体ごとに困っていることをビンゴ用紙に記入してもらい、くじ引きで
選ばれた団体から1つ困りごとを発表し、他団体にも同じ困りごとの記
入があれば有効となり、ビンゴを狙うゲームです。

・参加者同士の口コミで、多少の増減が
あっても毎年同じ位の人数が集まる。

・感想を述べる機会を設ける等、楽しん
でもらい増加につなげている。

『困りごとビンゴ大会』とは？

去る 2 月 10 日（土）に都立多摩図書館で行ったシンポジウムには、たく
さんの市民の皆さんにご来場いただき、ほぼ満員の状況でした。昨年の
10 月より準備を重ねてきた 18 名の中学生と、サポート役としても協力
してくれた東京経済大学ボランティアサークルCloverのメンバー9名が、

「防災・災害」について発表してくれました。それぞれの地域の特徴を捉え、
特別ゲストの半井小絵さんや来場した方が口々に「素晴らしかった」と
褒めてくださるほどの出来栄えで、ボラセン職員や運営委員もびっくり！
登壇者のみなさん、本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。
なお、シンポジウム後の取り組み状況については P８をご覧ください。

「国分寺の未来を考えるシンポジウム」
地域のつながりがまちを守る～中学生とできること～盛大に開催！ シンポジウム企画の中でチャレンジした「第 5 回ジュニア防災検定」（一

般財団法人 防災教育推進協会）に下記の方が入賞しました。去る 3 月
24 日（土）に、ホテル東京ガーデンパレス「高千穂」にて表彰式が行わ
れました。皆さん、おめでとうございます！

ジュニア防災検定で入賞しました

活動内容は異なっていても、共通した困りごとが多いことが分か
りました。ボラセンとしても、一緒に解決策を考えていきたいと思
います。また、一番最初にビンゴになった「傾聴ボランティアグルー
プかたらい」には、優勝賞品として社会福祉だより「ふくし」8 面
の一区画を贈呈しました。

平成 30 年度第 1 回の連絡会
は 6/19（火）14：00 ～福祉セ
ンターを予定しています。市内
のボランティア団体やサロン
等、地域での活動にご興味のあ
る方はぜひご連絡ください！ 

当日ステージ左側で記録をしていた『イラスト
リーム』も完成しました！
ボラセンHPにて公開していますので、ぜひご
覧になってください。

『困りごとビンゴ大会』を開催して

会員募集をしても
集まらない

・公民館等は他の団体と協力して予約
を取る。

・都営等の集会室や小学校を借りて活
動や定例会に活用している。

活動の場所の
確保が大変

困りごと 解決策

p.8に掲載しています。
ぜひご覧ください！

「地域配分」として、平成 29 年度に申請のあった国分寺市内の福祉施設・
団体の 15ヵ所へ、合計 1,660,000 円が配分決定されました。また、国
分寺市社協が実施するボランティア活動推進事業費（ボランティア活動
センターこくぶんじだよりの発行）として、1,070,000 円が配分決定さ
れました。

「全都配分」としては、東京都内全域で寄せられた募金の中から、国分寺
市内の２団体に、合計 910,000 円が配分決定されました。皆様のご協力
に、心より御礼申し上げます。ありがとうございました。

赤い羽根共同募金
「地域配分」「全都配分」が決定しました！

平成 29 年12 月に実施した「歳末たすけあい・地域福祉活動募金」では、
多くの皆様からあたたかいご協力をいただき、ありがとうございました。
お寄せいただいた募金総額 5,829,113 円のうち、事務費を除いた
5,328,573 円が、平成 30 年度に国分寺市社協が行う地域福祉活動費と
して下記の事業に配分決定されました。

歳末たすけあい・地域福祉活動募金
地域福祉活動費の配分が決定しました！

成年後見制度や遺言・相続・財産管理などの法律相談を無料でお受けします
（要予約）。

権利擁護センターこくぶんじ
無料の「専門相談」をご利用ください！

あたたかいご寄付ありがとうございます

家族防災会議特別賞
　国分寺市立第二中学校　２年　上級　佐藤 千南津 さん

防災自由研究優秀賞
　国分寺市立第三中学校　2年　上級　城取 正輝 さん
　　　　　　　　　　　　2年　上級　山﨑 琉花 さん

成績優秀賞
　国分寺市立第一中学校　1年　中級　戸田 悠介 さん
　国分寺市立第三中学校　2年　上級　城取 正輝 さん

こくぶんじ　ポラセン
　権利擁護センターこくぶんじ　
■問 TEL：042-580-0570

新規車いすステーション開設
 『プライム　ふく福』
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　本多 5-13-14
　042-349-6456
　貸出可能日時　月～土・祝10：00 ～16：30
　日

場
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休

（学年は受賞時）

開催日 相談員

成年後見制度相談 6/14・7/12・8/9・9/13
毎月第 2（木）13:30 ～ 16:30

司法書士・ 
社会福祉士

ふくし法律相談 5/24・6/28・7/26・8/23
毎月第 4（木）13:30 ～ 16:30 弁護士

国際文化理容美容専門学校国分寺校様 国分寺いきがいの会様

種別 施設・団体名 事業内容 配分額

地
　域
　配
　分

特定非営利活動法人
国分寺市手をつなぐ親の会　まあぶ

知的障害者の社会科見学
（日帰り） 80,000円

特定非営利活動法人
国分寺市手をつなぐ親の会　本部

「親・支援者がぜひ知って 
おきたい大切なこと」講演会 30,000円

社会福祉法人つくしんぼ共同保育会 
ポッポのもり保育園 お散歩車の購入 60,000円

社会福祉法人つくしんぼ共同保育会　
ポッポのはな保育園 備品購入（玩具収納棚） 100,000円

特定非営利活動法人Ｏｈａｎａ　
オハナ農園 日帰り研修旅行 100,000円

特定非営利活動法人
ひょうたん島

重症心身障がい児・者の地域生
活を充実させるための乗馬体験
イベント事業

160,000円

国分寺難病の会 講演会「笑いと歌の会」 200,000円
一般社団法人Life Commit
就労支援事業所チェンジアップ

備品整備
（パソコン３台・テーブル２台） 200,000円

社会福祉法人はらからの家福祉会
さつき共同作業所 備品整備（冷蔵庫の購入） 100,000円

社会福祉法人はらからの家福祉会
地域生活支援センタープラッツ 宿泊訓練費 100,000円

社会福祉法人コロロ学舎　ＥＴ教室 利用者の活動のための備品整備
（テント１台、ウエイト４個） 80,000円

社会福祉法人
東京聴覚障害者福祉事業協会　 
クラブかたつむり

聴覚障害児者に視覚情報を保障
するためのスクリーン・プロジェ
クター

80,000円

特定非営利活動法人　国障連喫茶
地域活動支援センターほんだ・こだま

喫茶ほんだ
厨房入り口シャッター設置 100,000円

社会福祉法人東京都手をつなぐ育成会 
ナザレンホーム

共同生活援助事業のための備品
購入（エアコン） 70,000円

社会福祉法人菊美会　ほんだ保育園 コンクリート土間部チップ設置 200,000円

全
都
配
分

特定非営利活動法人　国障連喫茶　
地域活動支援センターほんだ・こだま 食洗機購入 500,000円

社会福祉法人国分寺市社会福祉協議
会 貸出し用コピー機の更新 410,000円

（平成 30 年 1 月 1日から平成 30 年 3 月 31日まで）

北町地域センター利用者協議会様
平成29年度北町地
域センターまつり
の収益の一部

1,670円 

地域のひろば—並木の会（並木公民館　地域会議） 様 3,000円
日本キリスト教団　国分寺教会 様 30,000円
国際文化理容美容専門学校　国分寺校 様 200,000円 

国分寺市寿奉仕団様 平成29年度使用済
切手売却金を寄附 13,131円 

国分寺いきがいの会様 45,000円
古切手300枚  

ボーイスカウト国分寺第1団様 34,968円 
国分寺市立第一中学校　２学年様 100円 
国分寺本町郵便局様 ふれあい募金箱 14,515円
国分寺市立福祉センター様 ふれあい募金箱 3,839円
三多摩医療生活協同組合様 ふれあい募金箱 264円 
国分寺本多郵便局様 ふれあい募金箱 11,022円
シンカイ写真館様 ふれあい募金箱 2,942円 
特定非営利活動法人 国分寺市手をつなぐ親の会様 ふれあい募金箱 458円 
東京むさし農業協同組合　
国分寺ファーマーズ・マーケット様 ふれあい募金箱 4,688円

エスビイ・プラス国分寺西恋ヶ窪店様 ふれあい募金箱 27,992円 
ラスベガス国分寺店様 ふれあい募金箱

14,931円国分寺東恋ヶ窪四郵便局様 ふれあい募金箱
東京日産自動車販売株式会社　国分寺店様 ふれあい募金箱
特別養護老人ホーム　にしき苑様 ふれあい募金箱 543円 
特定非営利活動法人暖家
グループホームとくら・デイサービスセンターとくら様 ふれあい募金箱 892円 

株式会社ブックセンターいとう国分寺店様 ふれあい募金箱 6,412円 
らくだデイサービス様 ふれあい募金箱 3,671円 
国分寺内藤郵便局様 ふれあい募金箱 10,668円 
国分寺光郵便局様 ふれあい募金箱 8,693円 
国分寺西町郵便局様 ふれあい募金箱 11,353円
有限会社かしや商店様 ふれあい募金箱 434円 
社会福祉法人ななえの里ともしび工房様 ふれあい募金箱 2,465円
MATSUYA様 ふれあい募金箱 2,097円
高島屋　原田酒店様 ふれあい募金箱 3,168円
国分寺泉郵便局様 ふれあい募金箱 8,427円
ハート薬局様 ふれあい募金箱 6,603円
社協窓口募金箱 ふれあい募金箱 4,218円
社協窓口募金箱(カレンダー） ふれあい募金箱 4,563円
匿名（5件） 27,565円

事　業　名 事業内容 配分額
国分寺ふくし交流支援事業 地域懇談会等 500,000円
ひとり暮らし高齢者等
地域交流会運営事業

ひとり暮らしの高齢者等と 
地域住民との交流会を実施 200,000円

ここねっと推進助成事業 ボランティアグループや市民活動団体等を
対象に事業に要する経費を助成 1,300,000円

市民への地域福祉情報提供事業 総合広報紙「ふくし」やホームページ等 1,528,573円
高齢者への支援事業 長寿をお祝いして、記念品を贈呈 200,000円

ボランティア活動推進事業 小地域福祉活動のネットワークづくり、
ボランティア・市民活動などの推進 1,600,000円
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Kokubunji Voluntary Action Center News

ボランティア活動センター こくぶんじ
〒185-0022 東京都国分寺市東元町3-17-2
TEL：042-300-6363 ／ FAX：042-300-6365
開館時間　月曜日～土曜日　午前９時～午後５時
Email ／ center@ko-shakyo.or.jp
ボランティア活動センター HP：http://www.ko-shakyo.or.jp/vc/
ボラセンブログ：http://blog.canpan.info/kokubunjivc/

ボラセンススタッフより

新年度より、センターの設備をリニューアルしています！
たくさんの方にお越しいただけることをスタッフ一同
楽しみにお待ちしておりますので、お気軽にお越しく
ださい。

国分寺

ボランティア
活動センター
こくぶんじ

多喜
窪通
り

南町三 殿ヶ谷
戸庭園

泉町一

知念医院

真福寺児童
遊園地

鹿島歯
科医院

1 段 54.375mm　14.5Q 15w/1L

平成29年度　第2回　登録団体連絡会が開催されました！

アイコンについて 日 …日時 場 …会場 対 …対象 内 …内容 講 …講師 定 …定員 費 …費用 申 …申込方法 問 …問合せ

〒185-0003
東京都国分寺市戸倉4-14国分寺市立福祉センター内
http://www.ko-shakyo.or.jp

● 総務係
TEL：042-324-8311　FAX：042-324-8722
開所時間　月曜日～金曜日　午前9時～午後５時
Email ／ info@ko-shakyo.or.jp

社会福祉法人　国分寺市社会福祉協議会

次回は9月15日（土）
発行予定です!

● 自立生活サポートセンターこくぶんじ
TEL：042-324-8311　FAX：042-324-8722
開所時間　月曜日～金曜日　午前9時～午後５時

● 国分寺市ファミリー・サポート・センター
TEL：042-300-6061　FAX：042-300-6062
開所時間　月曜日～土曜日　午前9時～午後５時
　 国分寺市ファミサポ

権利擁護センター こくぶんじ
〒185-0032 東京都国分寺市日吉町3-29-24
TEL：042-580-0570 ／ FAX：042-576-7081
開館時間　月曜日～金曜日　午前9時～午後５時
Email ／ soudan@ko-shakyo.or.jp

国分寺市
社会福祉
協議会

権利擁護
センター
こくぶんじ

去る1月23日（火）に開催した第 2 回登録団体連絡会は、大雪の翌日で
足元の悪い中、29 団体 35 名を超える多くの方にご参加いただきました！ 
連絡会では、「ボランティア活動センター登録団体新年のつどい」と題し
て、『困りごとビンゴ大会』を行いました。

各団体ごとに困っていることをビンゴ用紙に記入してもらい、くじ引きで
選ばれた団体から1つ困りごとを発表し、他団体にも同じ困りごとの記
入があれば有効となり、ビンゴを狙うゲームです。

・参加者同士の口コミで、多少の増減が
あっても毎年同じ位の人数が集まる。

・感想を述べる機会を設ける等、楽しん
でもらい増加につなげている。

『困りごとビンゴ大会』とは？

去る 2 月 10 日（土）に都立多摩図書館で行ったシンポジウムには、たく
さんの市民の皆さんにご来場いただき、ほぼ満員の状況でした。昨年の
10 月より準備を重ねてきた 18 名の中学生と、サポート役としても協力
してくれた東京経済大学ボランティアサークルCloverのメンバー9名が、

「防災・災害」について発表してくれました。それぞれの地域の特徴を捉え、
特別ゲストの半井小絵さんや来場した方が口々に「素晴らしかった」と
褒めてくださるほどの出来栄えで、ボラセン職員や運営委員もびっくり！
登壇者のみなさん、本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。
なお、シンポジウム後の取り組み状況については P８をご覧ください。

「国分寺の未来を考えるシンポジウム」
地域のつながりがまちを守る～中学生とできること～盛大に開催！ シンポジウム企画の中でチャレンジした「第 5 回ジュニア防災検定」（一

般財団法人 防災教育推進協会）に下記の方が入賞しました。去る 3 月
24 日（土）に、ホテル東京ガーデンパレス「高千穂」にて表彰式が行わ
れました。皆さん、おめでとうございます！

ジュニア防災検定で入賞しました

活動内容は異なっていても、共通した困りごとが多いことが分か
りました。ボラセンとしても、一緒に解決策を考えていきたいと思
います。また、一番最初にビンゴになった「傾聴ボランティアグルー
プかたらい」には、優勝賞品として社会福祉だより「ふくし」8 面
の一区画を贈呈しました。

平成 30 年度第 1 回の連絡会
は 6/19（火）14：00 ～福祉セ
ンターを予定しています。市内
のボランティア団体やサロン
等、地域での活動にご興味のあ
る方はぜひご連絡ください！ 

当日ステージ左側で記録をしていた『イラスト
リーム』も完成しました！
ボラセンHPにて公開していますので、ぜひご
覧になってください。

『困りごとビンゴ大会』を開催して

会員募集をしても
集まらない

・公民館等は他の団体と協力して予約
を取る。

・都営等の集会室や小学校を借りて活
動や定例会に活用している。

活動の場所の
確保が大変

困りごと 解決策

p.8に掲載しています。
ぜひご覧ください！

「地域配分」として、平成 29 年度に申請のあった国分寺市内の福祉施設・
団体の 15ヵ所へ、合計 1,660,000 円が配分決定されました。また、国
分寺市社協が実施するボランティア活動推進事業費（ボランティア活動
センターこくぶんじだよりの発行）として、1,070,000 円が配分決定さ
れました。

「全都配分」としては、東京都内全域で寄せられた募金の中から、国分寺
市内の２団体に、合計 910,000 円が配分決定されました。皆様のご協力
に、心より御礼申し上げます。ありがとうございました。

赤い羽根共同募金
「地域配分」「全都配分」が決定しました！

平成 29 年12 月に実施した「歳末たすけあい・地域福祉活動募金」では、
多くの皆様からあたたかいご協力をいただき、ありがとうございました。
お寄せいただいた募金総額 5,829,113 円のうち、事務費を除いた
5,328,573 円が、平成 30 年度に国分寺市社協が行う地域福祉活動費と
して下記の事業に配分決定されました。

歳末たすけあい・地域福祉活動募金
地域福祉活動費の配分が決定しました！

成年後見制度や遺言・相続・財産管理などの法律相談を無料でお受けします
（要予約）。

権利擁護センターこくぶんじ
無料の「専門相談」をご利用ください！

あたたかいご寄付ありがとうございます

家族防災会議特別賞
　国分寺市立第二中学校　２年　上級　佐藤 千南津 さん

防災自由研究優秀賞
　国分寺市立第三中学校　2年　上級　城取 正輝 さん
　　　　　　　　　　　　2年　上級　山﨑 琉花 さん

成績優秀賞
　国分寺市立第一中学校　1年　中級　戸田 悠介 さん
　国分寺市立第三中学校　2年　上級　城取 正輝 さん

こくぶんじ　ポラセン
　権利擁護センターこくぶんじ　
■問 TEL：042-580-0570

新規車いすステーション開設
 『プライム　ふく福』

新
府
中
街
道

場
問

　本多 5-13-14
　042-349-6456
　貸出可能日時　月～土・祝10：00 ～16：30
　日

場

問

日

休

（学年は受賞時）
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お蔭様にて、皆様方とご一緒に本年50周年（昭
和41年設立・昭和43年法人化）を迎えること
になりました。半世紀にわたるご支援ご協力に、
本会役職員一同心から感謝申し上げます。

昨年度、井澤市長より国分寺市理想のまちの姿、
「魅力あふれ、ひとがつながる、文化都市国分寺」
の実施、『新国分寺市ビジョン』が発表されま
した、『ひとがつながる』は地域社会の支え合い
により自立した豊かな生活を実現することであ
り、本会の永遠の活動目標であります。他人事を「我
が事」にし、地域の課題を「丸ごと」受けとめる、『我が丸』活動を強力に
遂行してまいります。法人化 50 周年という節目の年を迎え、改めて社会
福祉法人の原点に立ち、「みんなで支え合い 誰もが安心して暮らせるまち 
国分寺」を実現するため、皆様と共に本会役職員一丸となりさらなる努力
を続けてまいりますことをここにお誓い申し上げます。

また、法人化50周年を記念して、本会の新しいマスコットキャラクターが
誕生致します。7月1日に開催する「50周年記念式典」にて正式発表いた
します。「マゴコロくん」同様、新しい本会のマスコットをご愛顧のほどよ
ろしくお願いいたします。

COUNCIL OF SOCIAL WELFARE KOKUBUNJI

　唱歌「夏は来ぬ」の冒頭で「卯の
花の匂う垣根に ほととぎす・・・」
と歌われているのがこの花です。
なぜか、昔は畑の境界に植えられ
ることの多い木でした。
　4月～ 6月にかけてたくさんの
真っ白な花を咲かせることから、
万葉集でも初夏の訪れを告げる花
として、ほととぎすと一緒に詠ま
れているものが多くあります。
　一説には、卯月（旧暦の4月）に
花が咲くため、「卯の花」という名
がついたと言われています。
　また、幹が空洞になっており、
和名は「空木」と呼ばれます。

問い合わせ先
国分寺市社会福祉協議会　記念式典担当　TEL ０４２－３２４－８３１１ 

うのはな（和名：うつぎ、うのはな）
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「万葉植物園」は西元町の武蔵国分寺境内にあります。

国分寺市社会福祉だより「ふくし」は「会員会費」「歳末のたすけあい・地域福祉活動募金」の配分金を活用して発行しています。（年４回、全戸配布）

国分寺市社会福祉協議会は法人化50周年を迎えました

７月１日に
マスコットキャラクター
を発表します！

国分寺市社会福祉協議会法人化50周年
民生委員制度創設100周年 記念式典
本会の法人化 50 周年を記念し、50 年を支えて頂いた市民の皆様及び関
係機関等の皆様への感謝の気持ちを込めて開催いたします。また、東京
都民生委員誕生100周年記念事業に合わせ、国分寺市民生委員・児童委
員協議会（85周年記念）ならびに国分寺市と共催いたします。

●共　  　催：社会福祉法人　国分寺市社会福祉協議会
 国分寺市民生委員・児童委員協議会／国分寺市
●日　  　時：7月1日（日）午後1時～午後4時（開場午後0時半）
●会　  　場：国分寺市立いずみホール（JR西国分寺駅南口徒歩２分）
 ※駐車場・駐輪場はございません。

●参加方法：無料（申し込み不要・先着 150名様）
 ※第２部からのご参加はできません。第１部からご参加できる方が対象です。

●プログラム 第１部　記念式典
 第２部　記念リサイタル
 ※オペラやアリア、ポップスまで、皆様に幅広く楽しんでいただけるリサ
 イタルです。

出演者

社会福祉法人
国分寺市社会福祉協議会
会 長   北原 輝久
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「ボランティア活動センターこくぶんじだより」は「赤い羽根共同募金」の配分金を活用して発行しています。

ボランティア活動センター
こくぶんじだより

運営委員会ニュース

インターネットで検索

Kokubunji Voluntary Action Center News

「シンポジウムを終えて」
昨年度のシンポジウムは、「防災・災害」という具体的なテーマとなっていた
ので、発表した中学生からも様々なアイディアが出ていました。
せっかくの提案をそのままにはしたくない！そう思ってくださったのは、ボ
ラセン職員や運営委員だけでなく、市民の皆さんも一緒でした。その後の動
きについてご紹介します！

ボランティア活動センターこくぶんじ運営委員会も今年度で第3期目に突入
いたしました。
今期は、中長期計画の策定をはじめ、ボランティア活動センターの活動をさ
らに発展させていくために、運営委員一同、力を合わせていきたいと思いま
す。地域の皆さんも一緒にボラセンを盛り上げていきましょう！

新運営委員の紹介

こくぶんじ　ボラセン

ボランティアに興味があるし、参加してみたいけどどうしたらいいか
わからない方も多いはず。夏体験ボランティアを通して色々な出会い
と経験があなたを待っています。今後のボランティア活動や地域との
交流、将来の進路を決めるきっかけになるかも
 しれません。まずは説明会へお越しください！

　　 平成30年7月20日（金）～8月31日（金）
　　 国分寺市及び近隣市に在住・在学の学生
　    （学生以外は応相談）
　　　高齢者、児童、障がい者などの施設や団体
 
活動先

期間
対象

説明会日程 ※説明会への参加は必須です。

「ボランティア活動センターこくぶんじ（ボラセン）」はボランティア活動や市民活動・まちづくりに関する総合の相談窓口・情報の発信・活動の
拠点など様々な機能があり、ボランティアをしたい人（団体）として欲しい人（団体）をつなげる働き（コーディネート）をしています。

未
2018  夏体験ボランティア参加者大募集！
～今年の夏は、今までと違った体験をしてみませんか？～

傾聴はご利用者の守秘義務を厳守しつつ、ご利用者の話を心をこめて聴く
ことです。
私達は主に国分寺市社会福祉協議会が主催した傾聴ボランティア養成講
座を受講・終了したメンバー16名で活動しております。
活動をする上で目標としていることは、ご利用者のありのままを尊重し、
受容し、共感することによって、ご利用者が心の安定を得て、日々を穏や
かに過ごすことができるようになることです。活動の場は、特別養護老
人ホーム、グループホーム、有料老人施設等で、活動時間は毎回約30分
から1時間です。毎月1回定例会を開き、メンバー同志で情報の交換や翌
月以降の活動予定を話し合っています。傾聴に興味がある方のご連絡を
お待ちしています。

≪私達の活動施設≫
西恋ヶ窪にんじんホーム
ニチイホーム西国分寺
エクセルシオール西国分寺
ツクイ恋ヶ窪（デイサービス）
うれしのの里
日吉の里
グランダ国分寺
国分寺グループホームそよ風
グループホームとくら

連絡先　ボランティア活動センターこくぶんじ　042-300-6363 

傾聴ボランティアグループ「かたらい」

リアルな避難訓練の提案
に、予告なしの避難訓練
を実施！さらに行方不明者
も設定したとか。中学生の
意見が反映されています！

中学生が作成した冊子の印
刷代を、地元の自治会が平
成 30 年度の予算に計上して
くれました。現在、印刷に
向けて進行中です。

もっと災害のことを知り
たい、調べたい！と
シンポジウムでつながっ
た縁を活用しています。

当日来ることが出来な
かった地域の方にも、
ぜひ聞いてもらいた
い！と再講演の依頼が
ありました。

校内で再度プレゼンを実
施。
まず、中学生から知ろう！
という第一歩ですね。

【順不同・敬称略】
№ 氏　名 所属団体等 № 氏　名 所属団体等

1 枝見　太朗 一般財団法人
富士福祉事業団 8 高野　善弘 多摩信用金庫　

国分寺支店

2 八橋　　宏
社会福祉法人ななえの里

（国分寺障害者施設お仕
事ネットワーク）

9 小林　謙介 国分寺青年会議所

3 本多　　勇 国分寺社会福祉士会 10 佐々木美知子
一般社団法人　 
一粒福祉会
デイオアシス　まほろば

4 橘　　裕子 ＮＰＯ法人
ワーカーズ風ぐるま 11 小林　洋子 まちのおやこテーブル

5 龍神　瑞穂 ＮＰＯ法人　まちづくり
サポート国分寺 12 須﨑　英夫 個人ボランティア

6 山﨑　知也 東京経済大学
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｻｰｸﾙ「Clover」 13 髙木　央子 国分寺市市民生活部

協働コミュニティ課

7 佐藤　留美
NPO法人NPO　Birth
都立武蔵国分寺公園サー
ビスセンター

14 飯沼　克美 国分寺市社会福祉協議会
理事

（任期：平成 30年 4月 1日～平成 32年 3月 31日）

6/20（水） 午後 6 時 30 分～午後 8 時 cocobunjiプラザセミナールーム

6/24（日） 午後 1 時 30 分～午後 3 時 ボランティア活動センター 
こくぶんじ

7/3（火） 午後 6 時 30 分～午後 8 時 本町南町地域センター
7/7（土） 午後 1 時 30 分～午後 3 時 国分寺市立福祉センター

説明会は事前申込み制です。説明会の前日 17 時
までに、電話またはメールでボランティア活動セ
ンターこくぶんじまでお申込みください。（希望
日、住所、氏名、年齢、電話番号を明記）


