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マスコットキャラクター「ふくすけ」

国分寺市 / 地域福祉コーディネーター

愛ちゃんと希望くん

presents

『気づく』『つなぐ』『つくる』支え合う地域づくり学習会を開催します
〜なぜ、いま地域づくりが必要なのか、一緒に学びませんか？〜

西部地区
東部地区

10月26日（土）午後2時～4時（開場午後1時30分）
日 11月 7日
（木）午後7時～9時（開場午後6時30分）
日

場 国分寺市役所

書庫棟会議室

場 cocobunji プラザ リオンホール A ホール

お近くのご都合のよい会場へお越しください。

内 講演『なぜ地域づくり・つながりが必要なの ?』& 意見交換など

講（社福）立川市社会福祉協議会

地域福祉コーディネーター

申 事前申し込み不要。（当日、会場へ直接お越しください）※定員に達した場合、ご参加いただけない場合がございます。
費 無料

定 各30名

地域福祉コーディネーターからのメッセージ

問 まちづくり支援係 地域福祉コーディネーター
TEL：042-300-6363
Email：chiiki@ko-shakyo.or.jp

会長再任のごあいさつ

今、支え合う地域づくりが求められていますが、『地域づ
くりって何 ?』
『本当に必要 ?』
『何をすればいいの ?』など、
疑問や不安を抱いている方も多いのではないでしょうか ?
そこで、今回は、市民の皆さんと一緒に地域づくりの基本
を学ぶ機会を作りました。皆さんのご参加をお待ちしてい
ます。

10月1日
スタート !

社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

会長

北原

輝久

爽やかな秋の訪れを感じる季節となりました。
皆様にはますます健やかにお過ごしのことと、お慶び申し上
げます。
さて、令和元年6月25日に開催された第3回理事会で、理事
の互選により会長に再任されました。再任にあたり身の引き締
まる思いであります。
今年度は、生活支援コーディネーター・ 地域支援コーディ
ネーターを配置し、地域生活課題の解決に取り組み、包括的に
支援する体制の整備を図る新たな事業もスタートします。
一方、
社会福祉法人としての社会貢献の充実を図るために、市内の福
祉関係団体と協力して、その充実を図っていく年となります。
これからも地域福祉の向上という原点に立ち還り、社協役職
員一同、市民の皆様や福祉関係団体の皆様とともに、誰もが安
心して暮らせる街づくりにまい進してまいりますので、本会の
事業に対して、今後とも皆様のご支援とご協力をお願い申し上
げまして、会長再任の挨拶とさせていただきます。

令和元年度
日

程

今年もご協力お願いします‼

赤い羽根共同募金運動
～じぶんの町を良くするしくみ～

赤い羽根共同募金

街頭募金実施予定

団体名
実施場所
国分寺地区協力会
10 月 1 日（火）
国分寺駅
（平成 30 年度配分受配団体）
ボーイスカウト
10 月 6 日（日）
国分寺駅
国分寺第 1 団
ボーイスカウト
西国分寺駅
10 月 6 日（日）
国分寺第 2 団
国立駅北口
国分寺市軟式野球連盟
国分寺駅・西国分寺駅
10 月 19 日
（土）
少年の部
国立駅北口
ガールスカウト
11 月 10 日
（日）
国分寺駅
東京都第 97 団

時

間

16：00～18：00
10：00～14：00
10：00～11：30
9：00～12：00
10：00～12：00

皆様から寄せられた募金は、国分寺市内の福祉施設や関係団体の支援、国
分寺市社協の地域福祉活動費等に幅広く活用されるほか、大規模な災害が起
こった際の災害ボランティアセンター活動支援等、被災地支援にも大きく役
立っています。
●募金へのご協力について

自治会・ 町内会を通じてのご協力の他、市内福祉施設等に設置の募金箱
を通じてなど、幅広くご協力いただいております。また、市内の小学校・
中学校でのご協力や、上記の日程で街頭募金も実施予定です。社協の窓口
でも直接受け付けております。
※10月19日（土）は、臨時開館いたします

●赤い羽根共同募金 地域配分申請団体を募集中

令和2年度に実施する事業についての配分です。
（受付締切日：11月15日）

※詳しい内容は、本会ホームページをご覧ください。

国分寺市社会福祉だより「ふくし」は「会員会費」「歳末たすけあい・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）
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平成30年度事業報告・決算報告
①「法人化50周年」を迎えて
社協の法人化50周年を記念して、国分寺市並びに国分寺市民生委員・
児童委員協議会と共催で、7月に「国分寺市社協法人化50周年・民生委員
制度創設100周年記念式典」を開催しました。
② マスコットキャラクター「ふくすけ」の誕生と広報活動の充実
社協がより市民の皆さんに親しみをもっていただけるように、「ふれ
あい」
「支え合い」
「国分寺」をイメージしたキャラクターを一般公募し、
「ふくすけ」が誕生しました。
③「ここねっと広場」の開催
地域の皆さんに社協の事業や役割を知っていただくとともに、それぞ
れの地域に潜在化している課題を発見、共有し、社協事業との連携や新
たな人材、仕組みづくりなどにつなげるきっかけの場として 「ここねっ
と広場」を開催しました。
④ 災害時の取り組み
災害が多発した平成30年、西日本豪雨災害の被災地の一つである愛媛
県宇和島市へ職員2名を派遣し、現地のコミュニティ再生支援に取り組み
ました。
※詳細は本会ホームページ（www.ko-shakyo.or.jp/report/）をご覧ください。また、事務局
窓口でも「平成30年度事業報告書・決算報告書」を配布しています。

第28期理事・監事が選任されました!

6月25日に開催した平成31年度第1回評議員会にて、次の17名の方が
理事・ 監事に選任されました。続いて開催した第3回理事会にて、北原会
長他三役が選定されました。どうぞよろしくお願いいたします。
役 名
会
副 会
副 会
常 務 理
理
理
理
理
理
理
理
理
理
理
理
監
監

長
長
長
事
事
事
事
事
事
事
事
事
事
事
事
事
事

氏
名
北原 輝久
内藤 孝雄
鈴木 佳代
熊谷
淳
飯沼 克美
田中 良人
川島 政義
市瀬 寿子
森田 忠男
二階堂 寛
髙木 智匡
友田 光基
古橋耕二郎
織戸小百合
鈴木 亮一
村越 雅規
森田 林三

選出団体等
社会福祉事業について見識を有する者
国分寺市民生委員・児童委員協議会
国分寺市健康部長
社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会
東京国分寺ロータリークラブ
元・東京武蔵国分寺ロータリークラブ
東京国分寺ライオンズクラブ
国際ソロプチミスト国分寺
元・北多摩東地区保護司会 国分寺分区
東京司法書士会 府中支部
一般財団法人 国分寺市医師会
国分寺市老人クラブ連合会
社会福祉法人 万葉の里
社会福祉法人 つくしんぼ共同保育会
社会福祉法人 普門会
税理士法人 MIRAI 合同会計事務所
社会福祉事業について見識を有する者

※任期：令和元年6月25日から令和3年6月開催の定時評議員会まで

秋期「ゲートボール初心者講習会」 参加者募集
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自主財源
・会費・寄附金収入
・事業収入
（広告料、
自動販売機収益等）
・その他の収入
（地域ふれあい備品
貸出、受取利息、
貸付事業等）
（16.5％）
補助金収入
（東京都や国分寺市
からの運営費補助）
29.7％

その他の収入
（赤い羽根共同募金・
歳末たすけあい募金）
配分金 4.0％

平成30年度収入

184,026,637円

ファミリーサポートセンター
（子育てのサポートに関すること）
9.5％
権利擁護センター
（認知症高齢者や知的
精神障害等で判断
能力が不十分な方の
支援に関すること）
13.2％
自立生活
サポートセンター
（生活、仕事、経済面等
自立に向けた相談に
関すること）
23.6％

受託金収入
（受託事業にかかる
収入） 49.8％

次年度繰越金

4.6％

法人運営に関すること
広報、啓発等に
関すること 31.2％
平成30年度支出

184,026,637円

ボランティア
活動センター
（ボランティア活動や
地域福祉活動の
推進に関すること）
17.9％

あたたかいご寄附ありがとうございます
（平成31年4月1日から令和元年７月31日まで）

（順不同）

ヨーロピアンポーセリンアートスタジオカズ 景山 和代様
150,000円
社会福祉法人 浴光会 あじさい苑様
（あじさいCafé参加費）
51,000円
国分寺市立第四中学校ＰＴＡ様
6,022円
社会福祉法人 浴光会 サンライト様
（おれんじCafé参加費）
37,100円
第5回 五館ジョイントコンサート実行委員会様
1,270円
地域のひろば－並木の会様（並木公民館の地域会議）
3,000円
みんなで歌う会 歌は虹の架け橋様
20,000円
参百圓食堂
「日吉小町」様
（3件）
（リサイクルコーナーの売り上げ）
28,950円
万葉花まつり実行委員会様
5,000円
フレンド・モーリー様（新緑まつりでのバザーの売り上げの一部）
20,000円
ルネサスグループ労働組合連合会武蔵地区支部様
30,000円
グリークラブ「湧水」様（第3回ひだまりふれあいチャリティーコンサート時募金箱） 71,459円
並木公民館 農業体験講座 代表者 久保 祐三様
5,000円
関口 雄基臣様（故 関口 芙美子様）
50,000円
国分寺内藤郵便局様（ふれあい募金箱）
1,989円
国分寺東恋ヶ窪四郵便局様（ふれあい募金箱）
2,008円
国分寺泉郵便局様（ふれあい募金箱）
330円
国分寺西町郵便局様（ふれあい募金箱）
1,201円
国分寺光郵便局様（ふれあい募金箱）
1,295円
国分寺本多郵便局様（ふれあい募金箱）
392円
国分寺富士本郵便局様（ふれあい募金箱）
47,720円
国分寺本町郵便局様（ふれあい募金箱）
（その他 切手669円分）
9,827円
国立駅北口郵便局様（ふれあい募金箱）
5,865円
匿名
（２件）
33円

適度の運動量と頭脳プレーは、健康保持と老化抑制に
最適なスポーツです。ふるってご応募ください。
日 10月5日～12月7日の毎週土曜日（全10回）午前9時～12時
場 ①新町ゲートボール場

②西元町ゲートボール場

対 国分寺市在住・在勤の方

指導方法 国分寺市ゲートボール連盟が担当
（練習用具一式連盟にて準備）

申 住所・ 氏名・ 年齢・ 電話番号・ 希望会場を明記したものを、9月27
日（金）までに、電話または FAX でお申込下さい。
問 総務係 TEL：042-324-8311 FAX：042-324-8722

グリークラブ「湧水」様

ルネサスグループ
労働組合連合会武蔵地区支部様

令和元年度（平成31年度）会員会費中間報告とお礼
8月20日現在：総額5,320,900円

今年度も増強月間（7/1～7/31）を中心に、たくさんのご協力をいただきありがとうございました。
お預かりした会費は、国分寺の地域福祉活動のために、大切に有効に活用させていただきます。
会員募集は、年間を通して行っておりますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

「はり・灸・マッサージ治療券」のご案内

本会では、高齢者の健康維持と増進、経済的負担の軽減を目的として、はり・ 灸・ マッサージ治療券の支給
をおこなっております。対象条件・民生委員の調査等あります。 問 総務係 TEL：042-324-8311
社協が行っている事業の詳細はホームページからもご覧いただけます。「国分寺市社協 主催講演会・イベント報告」と検索してください。
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ご存知ですか?成年後見制度

成年後見制度利用の流れ（法定後見制度の場合）

なかなか耳にすることが少ない制度ですが、実は

①申立て

私たち一人ひとりの生涯に関わる大切な制度です。
今回は成年後見制度についてご紹介します。

本人の住所地を管轄する家庭裁判所（国
分寺市の場合は東京家庭裁判所立川支
部）に申し立てます。
◇利用できる人
判断能力が不十分であって、契約な
どの法律行為を自分で行うことが困
難な人
◇申立てができる人
本人・配偶者・四親等内の親族など
◇費用
申立て費用
（印紙・切手代・診断書等）
1万円程度
鑑定料（医師の鑑定が必要な場合）
5万円～10万円

成年後見制度とは ?
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な方は、不動
産や預貯金などの財産を管理したり、介護などのサービスや施設への入所
に関する契約を結んだりする必要があっても、自分でこれらのことを行う

のが難しい場合があります。また、不利益な契約であっても判断ができず
に契約を結んでしまう場合があります。このような方々を保護し、支援す
るのが 成年後見制度 です。

例えばこんな時…

②審判、
成年後見人等
の決定

■物忘れがあり、お金の管理や契約に不安がある。
■判 断能力の低下がある親族の不動産を処分して施設入所の費用にし

たい。
■認知症の親が訪問販売で高額の商品を購入してしまい取り消したい。
成年後見制度の利用については、
下記までお問い合わせください。

③後見の
開始

家庭裁判所で審判し、成年後見人等を
決定します。
家庭裁判所の調査官が、調査・ 確認を
行い、成年後見人等に最も適切と思わ
れる人 （配偶者や親族、法律や福祉の
専門職などを選任します。
成年後見人等が支援を開始します。
※親 族以外の後見人の場合は、後見人への報
酬が必要です。

成年後見制度や遺言・ 相続・ 財産管理などの専門相談をぜひ
ご利用ください。（要予約）

問 権利擁護センターこくぶんじ
	 TEL：042-580-0570
月曜〜金曜9：00〜17：00
（土日祝日除く）

成年後見専門相談
ふくし法律相談

受験生チャレンジ支援貸付事業
受験生チャレンジ支援貸付事業とは…

10/10、11/14
司法書士・社会福祉士
第2（木）13:30 ～ 16:30
9/26、10/24
弁護士
第4（木）13:30 ～ 16:30

中3・高3生の
保護者の皆さま、
ご活用ください !

一定所得以下 （収入・ その他対象要件あり） 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、塾代・ 受験料を支援することを目的とした貸
付金です。

申請締切日 : 令和2年1月31日（金）
Point

1

塾代、受験料の
貸付を無利子で
行います

Point

2

高校、大学に進学した場合、
手続きをすることにより
返済が免除されます（適格要件あり）

貸付資金の内容

◇高校受験 :・塾 代…上限200,000円
・受 験 料…上限27,400円（一度の申請で、1校あたり23,000円を上限に、4校分まで貸付可能）
◇大学受験 :・塾 代…上限200,000円
・受 験 料…上限80,000円。回数や1回あたりの上限の定めはなし。

※塾代は、高校・大学受験いずれも、該当される学年の4月1日から合格月までの受講料です。
※ご来所の際は、事前に必ず下記へご予約をお願いいたします。
※その他にも対象要件あり。まずは下記へお問い合わせください。

問 自立生活サポートセンターこくぶんじ

TEL：042-324-8311 受験生チャレンジ支援担当
月曜～金曜9:00～17:00（土日祝日除く）

申請締切前は
大変混みあいます。
申請の手続きには
時間がかかりますので
まずはお早めに
ご相談ください !
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自立生活サポートセンターこくぶんじ
のご紹介
相談・支援の流れ

国分寺市在住で
◎経済的問題を抱えている方
◎失業・離職・病気など生活していく上で
問題を抱えている方
まずはお電話ください！ ☎042-324-8311

STEP3
STEP2

寄り添い型支援スタート

支援プラン作成
STEP1

相

談

支援プランを相談
員と一緒に考えます。
あなた

困っていることをでき
るだけ詳しく話します。

あなた

支援プランに沿ってハ
ローワーク等を通じた
就 職 活 動や 家 計 の 改
善に取り組みます。
困ったことや疑問が
あれば相談員へ相談
します。

自分の希望や目標
を考えます。

あなた

定 期 的 に 面 談 し、進
捗状況を伺います。

うかがった内容から課
題の整理をします。

相談員

窓口に来られない場合
は訪問もできます。

相談員

希望や目標に合わ
せた支援プランを
提案します。

相談員

一人での活動が難し
いときは相談員が同
行します。

いろいろなケース

Aさん

Bさん

Cさん

離職後、貯金で生活して
いたが、仕事が見つから
ず家賃が払えない。

就業の相談窓口への
同行支援を受ける。住
居確保給付金※１を申請。

住居確保給付金制度を
利用し、就職活動開始。

給与でやり繰りできず、
税金滞納中。多額の負債
を抱えてしまった。

債務整理支援を受け
る。家 計 の や り く り
に課題が見つかる。

債務整理は弁護士に相
談。家計改善支援事業※２
で家計見直しの利用。

会社の経営不振で収入減
少。高3の子どもの受験
費用と小5の子どもの学
力低下が心配。

高3→チャレンジ支援
貸付
（P3参照）
の申請
小5→無料学習塾※3の
利用申込み相談

チャレンジ支援貸付を
活用し、受験費用に充当。
無料学習塾の利用。
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お家に余っている食品はありませんか？

フードドライブのご案内
家庭で余った食品を持ち寄り、食料の確保が困難なお困りの方
を支援するフードドライブを行っています。
ご家庭で余っている未開封の食品がありましたら、ご持参くだ
さい！頂いた食品は、ご相談に来られた生活にお困りの市民の方
へ提供いたします。
【受け入れ可能食料】
・未開封・賞味期限が 1 か月以上あるもの
【受け入れ不可食品】
・生鮮食品・冷蔵冷凍品・消費期限不明の物・お酒 等
開催しました！

STEP4

自立＆アフターフォロー

ご協力頂きました皆様、ありがとうございました。
①6/22（土）13：30 ～15：00 国分寺市立福祉センター
②7/27（土）10：30 ～14：30 ともしび縁日内

☆今後の実施予定☆
環境まつり（12 月）
社協臨時開所日（1 月）
上記日程以外でも、平日は随時受付しています。

仕事が決まったり、状況の変化があっ
た時は相談員に知らせます。
あなた

仕事が始まり初回給与を受け取るまで
の生活の相談もできます。
新
!
シリーズ

ふくすけ!

vol.

1

当会マスコットキャラクターのふくすけが
市内の様々なところへおじゃまし、
突撃インタビューをしていきます。

連携している
施設を紹介します

相談員

新たにお困りのことがないか、定期的
に電話等で状況を伺います。

無事に就職！
再度離職した際
には、再相談。

返済の縮小、支
出が多い部分を
見直して生活に
余裕が！

大学に合格！
チャレンジ支援
貸付の免除申請
の手続き。

※1
『住居確保給付金制度』
住宅を喪失又は喪失する恐れの
ある方を対象として、
３か月程度
家賃実費分（上限あり）
を支給。
制度利用には条件があります。

※2
『家計改善支援事業』

計画的な家計のやりくりができ
ず、お困りの方が対象。毎月の収
支の見直しや債務整理のご相談
等を通して、生活再建に向けた
お手伝いをします。

※3
『学習支援・無料学習塾』
ご家庭の経済的な事情で学習塾
に通えない、家庭教師がつけら
れない小学３年生から中学３年
生が無料で利用できます。

縁日で、フードドライブの受付場所設
置に快くご協力をいただいた「ともしび
工房」所長 八橋 宏 様にふくすけが
インタビューをしました！
Q1 どんな施設ですか？
一般企業等で働くことが難しい障害者の方や、将来一般就労を目
指す、様々な障害のある方を受け入れている施設です。働く方の
励みになるような工賃の支払いができるよう、仕事の充実を一番
の目標にしています。
Q2 地域に向けて行っていることは？
毎月第 3 木曜日に行っているバザーです。
物品のご提供・ご来場・ご購入など、地域の方に支えられ、長く
継続している取り組みです。
今回協力した、フードドライブは、日頃のバザー物品受け取り等の
延長線で自分たちができることととらえ、地域貢献の一つとして積
極的に取り組みたいと思いました。障害者の方たちも、市民の方
たちへの対応などを通し、社会に役立っていると感じてもらえるの
ではないかと思います。
Q3 地域の皆さんに一言！
我々ができる仕事は何でもやります！ぜひ気軽にご相談ください。
上記以外にも、
「ふれあい募金箱」の設置やボランティア活動センター
こくぶんじの運営委員としてもご協力をいただいています。
溶岩窯で焼かれたパンやスイーツもありますの
で、皆さんぜひ遊びに行ってみてくださいね♪
社会福祉法人ななえの里
就労継続支援Ｂ型ともしび工房
国分寺市西恋ヶ窪 4-10-2
TEL.042-324-7071
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男性援助会員も活動しています！！
鬼塚義文さん（会員歴9年）

援助会員講習会を受講して地域のお子さんの保育の手伝いをしませんか？
皆様の地域が住みやすい、安心な街作りにご参加ください

ファミサポで18人の子 供 達と仲
良しになりました。特に、2歳児
の好奇心や記憶力、知能には驚か
されます。人の子は凄いと思う。

日 11月5日（火）・6日（水）・7日（木）・11日（月）
10時～15時（11日のみ16時まで）全4日間

場 国分寺市役所 書庫棟
対 心身ともに健康な20歳以上の方
定 30名（先着順）

費 無料

谷二郎さん
（会員歴5年）

申 10月31日（木）までに電話・来所
郵便の方はハガキで援助会員講習会受講希望、住所・

5歳の O くんと2歳の K ちゃんは
兄妹。ぬり絵や絵本の朗読が大好
き。O くんと『よんろご』をすると、
K ちゃんがちょっかいを出してき
ます。ママを待つ3人の楽しいひ
とときです。

氏名 [ ふりがな ]・電話番号をご記入の上、送付ください

問 国分寺市ファミリー・サポート・センター
TEL：042-300-6061
〒185-0003

国分寺市戸倉4-14

国分寺市立福祉センター内

「ファミりん」

vol.7

「ありがとう」が飛び交うまち、
笑顔と感謝の地域づくりに貢献します!
私たちは、地域に貢献し必要とされる JA をめざし、国分寺
の農家の発展と地域の活性化に日々努めています。
現在の建物は、平成24年にオープンして以来、農と食を通じ
市民が触れ合う場として屋上庭園の開放や地場野菜等の直売所
を設置し、地元に愛される JA として定着したように思います。
JA東京むさし 国分寺地区 統括支店長
また、夏まつり等の行事を通じて住民との交流はもちろん、
小坂 宗次様
地主さんの協力を得て、農地の一部を災害時の待避所として活
用できるよう市と協定を結んだり、市民の皆様の声を聴きながら、必要な人に必要なものやサー
ビスを届けていきたいと常に考えています。
国分寺というまちで、誰もが安心安全に暮らせるようにという想いから、
社協会員への加入や、ふれあい募金箱の設置にも長年協力しています。

6月9日（日）
「第6回社協ふくしのつどい」開催!
当日は、空模様が不安定だったにも関わらず、240名もの方々に
ご来場いただきました。
オープニングセレモニーでは、第三中学校合唱部の生徒さんが手
話を交えた合唱を披露し、とても心に響きました。
続く第一部の記念式典では、地域福祉に貢献された個人および団
体（表彰79名、感謝75名）の表彰式を行いました。
第二部の記念講演では、清水健さんをお迎えし、ご講演いただき
ました。お子さんを出産したわずか3か月後に29歳という若さで乳
がんで亡くなった奥様のこと、現在4歳になるお子さんとの笑い話
を交えながら、「今」を大切にすること、大切な人に「ありがとう」
の気持ちを伝えること、困難に直面している方に寄り添うことの意
味を、ありのままの言葉でお話しいただきました。
ご参加いただいた皆様、ありがとうございました !

表彰状の贈呈
（国分寺市立第4小学校 児童）

▶︎第8回「笑いと歌の会」
 の前にある病の苦しみや不安を乗り越
内目

え、笑いのある生活を。
お腹のそこから笑
い、
歌声に癒されリフレッシュしましょう。
日 9月29日
（日）13時30分～
会 国分寺市立いずみホール
費
問

100円
国分寺難病の会
稲垣（090-8043-7434）

▶︎国際ソロプチミスト国分寺認証25周年
記念式典・記念講演及び祝賀会
 ルカン半島で民族共栄を願って、
内バ
国分

寺在住の指揮者柳澤寿男が設立した、
バ
ルカン室内音楽隊の12年の表裏を語る。
日 9月29日
（日） 会 立川グランドホテル4階
式典 10時30分〜 費 10,000円
講演 11時30分〜 問
国際ソロプチミスト国分寺
祝宴 13時〜
池谷
（090-2477-0883）
▶︎ボランティア養成講座
日 内 11月毎水曜10時～12時
（1日だけでも可）
6日…講義、13日…実技演習
（車いす
体験等）、20日…認知症講座、27日…
色々なボランティア活動の紹介（散
歩、書道等々）
会 至誠キートスホーム
（立川市幸町4-14-1）
問

講師の清水健さん

至誠キートスホーム ボランティア担当
川井（042-538-2323）

綿半

次回は 11 月 15 日（金）
発行予定です！

国分寺社協では「ふくし」への広告掲載を希望される事業者様を募集しています。詳しくは総務係までお問合わせ下さい（042-324-8311）
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koBUNJI VOLUNTARY ACTION CENTER NEWS

「第1回 登録団体連絡会」を
開催しました!
去る、7月30日 （火）、31日 （水） に同内容にて、今年度第
1回目の連絡会を開催しました。両日合わせ45団体 （49名） の
皆さんにご参加いただき、今年度のボランティア活動センターの

2019

夏体験ボランティア

〇出張説明会を開催 !!
6月から7月に
かけての一 般 説
明 会は、 申し込

事業計画や登録団体への確認事項、ここねっと推進助成事業後期
分の案内等を行いました。

みが多く急きょ
1回増やし、全4

PR ができる」
「助成金の申請ができる」がほぼ同じくらいの数で、
団体の皆さんがボラセンを上手く活用してくれていることが伺え

そして、国分寺市に近い明星高校で出張
説明会を行い、合計535名の参加者が
ありました。

また、昨年度第2回連絡会にて実施したアンケートの集計結果
を報告しました。
団体登録をしている理由としては 「情報を得られる」「団体の

回実施しました。また、初めての試みと
して、
市立二中と四中、
都立国分寺高校、

ました。一方、活動や運営にあたり困っていることは、
「高齢化」
「会員の確保」 が圧倒的に多く、会を存続させる上で大きな課題

〇ボランティア体験お疲れ様でした !!
今年は、131名 （のべ193名）【8.8現在】 が体験に参加し

になっていると感じました。
今までの連絡会では、登録団体同士の活動紹介や交流等を行っ

てきましたが、より多くの方に活動を知ってもらい参加してもら
うため、ボラセンが出来る支援方法を考えていきたいと思います。

ました。

昨年に比べて小学生や中学生の参加が増え、また複数の活動メ
ニューを体験したり、同じ活動先で2日以上体験する参加者も多

くみられました。参加された皆さんにとって、きっと “ いつも
と違った夏、
忘れられない夏 ” になったのではないかと思います。
今後もボランティア活動に参加してみてくださいね。
活動の様子はボラセンのブログで掲載しています。ぜひご覧
ください !

運営委員会ニュース
今年もやります !『国分寺の未来を考えるシンポジウム』
令和2年3月8日（日）午後
cocobunji プラザ リオンホールに決定 !
運営委員会の企画運営で行っているシンポジウムも、今年で
6回目を迎えます。地域の皆さんにとっても、だいぶ定着してき
たのではないでしょうか ?

今年のテーマは、3年目の「防災・ 災害」です。現在、市内6

校の中学生に発表者を募集しているところです。発表者の決定
後は、防災学習会、ジュニア防災検定の受検（
（財）防災教育推
進協会）を経て、作業に取り組んでいきます。
運営委員会はほぼ毎月開催し、委
員 全 員で知 恵を出し合いながら、
3月の本番に向けて準備をしていま
す。今年のシンポジウムも、地域の
皆さんが「来て良かった」と思って
もらえるような内容になるよう、引

き続き話し合っていきます。どうぞ、
お楽しみに !

※シンポジウムの詳細は、次号（11月15日発行）にて掲載予定です。

新規車いすステーション開設

《国分寺市立本町・
南町地域センター》

場 南町3‐21‐1
ブロードアベニュー国分寺1階
（駅寄りの入口）
問 042 - 326 -1700
日 貸出可能日時
9:00～17:00
休 水曜日と年末年始は休館
≪車いす貸出についてのお願い≫

ボランティア活動センターこくぶんじで車いすを借用する時には、タ
イヤに空気が入っているか等、不備がないか一緒にご確認ください。（社
協事務局、車いすステーションを含む）
また、故障した場合は、速やかに当センターまでご連絡ください。故
意でなくても、修理費をご負担いただくこととなりますので、予めご了
承ください。
※車いすステーションでの貸出は、2週間程度の貸出です。
※車いすステーションの一覧表は HP でご覧いただけます。

行事保険を申し込む際は、その活動の行事区分を必ず
確認してください。毎年行っている行事でも、変更になる
場合がありますので、対象になるかどうか分からない時
は事前に保険会社に確認してから申し込みにきてくださ
い。ボラセンは、受付のみとなります。
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Kokubunji Voluntary Action Center News

お待たせしました!
『ボランティア活動ガイドブック2019ようこそ ! ボランティアの家へ』が、完成しました!!
昨年度よりもさらに掲載団体が増え、見ごたえのある内容となっています。「地域や社会のために自分を活かして何かを始めたいという

方」、「ボランティアに興味のある方」、「イベントボランティアを呼びたい団体」など役立つ情報が掲載されているガイドブックです。

ボランティア活動センターこくぶんじ、社会福祉協議会事務局、権利擁護センターこくぶんじの各窓口に置いてありますので、是非ご活

用下さい。

4 ページ

66 ページ

9 ページ

地域交流会
ボランティア募集 !

イベント
ボランティア

車イス
整備ボランティア

地域交流会は、ひとり暮らし高齢者等と
地域のみなさんとの交流を目的に国分寺市
の補助事業として昭和60年にスタートしま
した。現在、市内10地区で年に5～8回の交
流会（茶話会や会食会、歌や軽体操、さらに
は異世代間の交流など）をボランティアの皆
さんの協力を得て実施しています。
現在、一緒に料理を作ったり、参加者と
交流するボランティアを募集しています。

イベントボランティアとは、趣味や特技
をお持ちの方にご登録いただき、市内の福祉
施設や団体からの依頼に応じて披露・協力す
るボランティア活動です。個人でもグループ
でも構いません。自分の特技（楽器演奏・軽
体操・水彩画・折り紙など）を地域で生かし
たい方、お待ちしています♪

ボランティア活 動センターや車いすス
テーションで貸出しをしている車いすを、次
に貸出す際に気持ち良く使用できるように
点検・清掃する誰にでもできる活動です。無
理ない回数の参加で OK。見学からでも OK
です。
日 第二・第四土曜日
10:00～12:00くらいまで

場 ボランティア活動センター
こくぶんじ2階 多目的室

その他にも
こんなボランティア
を募集しています !
ガイドブックに掲載している活動の他、お話し相手、散歩、囲碁・将棋、麻雀、書道、俳句、
パソコン（スマホ）などの趣味をお持ちの方、ちょっとお時間のある方、大募集中です !!

興味をお持ちの方は、ボランティア活動センターこくぶんじまで電話連絡の上来所して下さい。
たくさんの方のご連絡をお待ちしています。
「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。
〒 185-0022

東京都国分寺市東元町 3-17-2

TEL.042-300-6363 E-mail/center@ko-shakyo.or.jp

「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。

