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国分寺市社会福祉だより

COUNCIL OF SOCIAL WELFARE KOKUBUNJI

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）

https://www.ko-shakyo.or.jp/

国分寺市社協

インターネットで検索！

今年度から、国分寺市社会福祉協議会が国分寺市より地域福祉コー
ディネーター事業を受託し、2回の学習会を経て、「地域づくりの
必要性」 や 「つながりができることの良さ」 など地域づくりの基本
の「き」を学びました。

今回の講演会では、武蔵野大学 人間科学部 社会福祉学科の熊田 
博喜教授を講師にお招きして、次のステップとして、地域福祉コー
ディネーターの機能を最大限に生かすための地域住民との関係性や
地域福祉コーディネーターの役割についてお話ししていただきます。
皆さんのご参加お待ちしております !

11月15日号でもご案内しました国分寺の未来を考えるシンポ
ジウム。いよいよ来月に開催が迫ってきました。

子どもも大人も、中学生も、ぜひご参加ください！

☆ 今年のテーマは 「防災マップ」。中学生ならではの発想力と行
動力で、各学校のオリジナルマップを発表します !

☆ 今年の特別ゲストは、気象予報士の木原 実さん ! オープニング
トークでは、気象に関する災害のお話を予定しています。

日  令和2年3月24日（火）
午後2時～午後4時30分（開場 : 午後1時30分～）

場  国分寺市立 cocobunji プラザ リオンホール
内   第1部 :令和元年度地域福祉コーディネーター活動報告・学習会の報告
第2部 :①講演『地域福祉コーディネーターの役割と地域との関わりを考える』
 ②地域懇談

講  熊田　博喜氏
（武蔵野大学　人間科学部　社会福祉学科　教授）

申  ①メール　② QR コード
③電話：042-300-6363　④ FAX：042-300-6365のいずれかで
※ FAX の場合は、①氏名（ふりがな）②住所（町名までで可）

③電話番号・FAX 番号　④何を見て知ったかを必ずご記入ください。

費  無料　※手話通訳あります

問  まちづくり支援係　地域福祉コーディネーター

日  令和2年3月8日（日）
午後1時～4時（開場　午後12時30分～）

場  国分寺市立 cocobunji プラザ リオンホール　

内  ①オープニングトーク
特別ゲスト 木原　実氏

（気象予報士・防災士・お天気キャスター）
②中学生の発表 & トークセッション

中学生自身が災害・防災について学び・調べ・
考えて作成したマップについて発表します。

定  200名（事前申込制・先着順）費  無料 ※手話通訳あります

申  以下のいずれかよりお申込みください
・申込専用フォーム

http://www.ko-shakyo.or.jp/chiikitunagari3.htm　
・電話：042-300-6363　・FAX：042-300-6365
※ FAX の場合は、①氏名（ふりがな）　②年齢　③性別　④住所（町名まで）

⑤電話番号・FAX 番号　⑥何を見て知ったか　以上を必ずご記入ください。

国分寺市／地域福祉コーディネーター presents
令和元年度地域福祉コーディネーター活動報告 & 講演会

～『気づく』『つなぐ』『つくる』支え合う地域づくり学習会から次のステップへ～

「地域のつながりがまちを守る PartⅢ
『災害時に役立つ防災マップづくり』を中学生とともに考える」

国分寺の未来を
考えるシンポジウム

まだまだ募集中 !

迷われている方、忘れてしまっていた方など、お申し込みがまだの方は、
お早めにどうぞ！（12/2より先着順となっています）

特別ゲストプロフィール
木原　実 氏
気象予報士・防災士・お天気キャスター

　講師プロフィール

熊田　博喜 氏
武蔵野大学人間科学部社会福祉学科教授
専門は、地域福祉。今年度は、東京都高齢者保健
福祉計画推進委員会委員、立川市地域福祉計画の
策定等に関わる。研究関心は、特に住民主体のコ
ミュニティ形成の理論や手法についての研究。

現在、気象予報士・ お天気キャスターとして、日
本テレビ news.every お天気コーナーを担当。
一般財団法人 防災教育推進協会理事などを務める。

来場者の中から抽選で30名の方に、
木原実さんのサイン入り「そらジロー
クリアファイル」をプレゼント !

なんと！

今回の見どころは？
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あたたかいご寄附ありがとうございます

春期「ゲートボール初心者講習会」 参加者募集

平成31（令和元）年度「社協会員会費」中間報告とお礼

共同募金にご協力ありがとうございました!

親族後見人向け情報交換会を開催します!

無料専門相談

（令和元年10月1日～12月31日まで） お寄せいただいた募金は、国分寺市の福祉のために大切に活用させていただき
ます。皆様からのあたたかいお気持ちに、あらためて感謝申し上げます。

日頃の後見活動で悩みや気になることはありませんか。家庭裁判所への定期報
告や各種許可を求める際にはどうしたらいいか、本人のお金を出費する際に気を
つけることなど、親族後見人同士、ざっくばらんに話してスッキリしましょう。
当日は専門職後見人（司法書士）も参加します。お気軽にどうぞ！

「義援金」ご協力の御礼との受付期間延長について　
ご協力いただいた義援金は下記のとおりとなりましたので、ご報告させていた

だきます。なお、社協では、引き続き義援金の受付をいたします。皆様の温かい
ご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。
義援金ご協力一覧（令和2年1月20日時点）
「令和元年 8月佐賀県豪雨災害義援金」	 7,626 円	（令和2年2月28日まで受付）
「令和元年台風第 15号千葉県災害義援金」	 107,824 円	（令和 2 年 3 月末まで受付）
「令和元年台風第 19号災害義援金」	 364,864 円	（令和 2 年 3 月末まで受付）
問 総務係：042-324-8311

高齢者や障害者、そのご家族からの成年後見制度や相続、遺言、法律トラブル
等の相談に無料で応じます。2日前までにご予約ください。

社協の会員（サポーター）として、今年も多くの皆様にご協力をいただいて
おります。ありがとうございました。
会員会費の受付は、年間を通して行っております。国分寺市の地域福祉活動

の充実のために、今後とも、引き続きご協力をお願いいたします。
※	誌面の関係上、すべての会員の皆様をご紹介できませんが、福祉特別功労会員、法人・
団体会員（10,000円以上）の会員の皆様を下記のとおりご紹介いたします。

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。

令和2年1月20日現在

公益社団法人
東京都宅地建物取引業協会

国分寺国立支部様

令和2年1月20日現在：総額 6,222,800円

区　分
赤い羽根共同募金
（民間の福祉施設・団体のため
に活用させていただきます）

歳末たすけあい・
地域福祉活動募金
（地域福祉の向上のために活用
させていただきます）

戸別募金
（自治会・町内
会を通じて）

2,959,000円 4,663,224円

団体・職域募金、
事務局直納募金 469,054円 605,689円

街頭募金

856,929円 
◇ 10月1日：国分寺地区協力
会・平成30年度受配団体等

◇ 10月6日：ボーイスカウト国
分寺第1団・第2団

◇ 10月19日：国分寺市軟式野
球連盟少年の部）

◇ 11月10日：ガールスカウト
東京都第97団

54,117円
（国分寺市民生委員・児童委員
協議会、ボランティア活動セン
ターこくぶんじ登録団体、国分
寺市社会福祉協議会）

合　計 4,284,983円 5,323,030円

日 2月29日（土）午後1時30分～3時30分
場 国立駅前くにたち・こくぶんじ市民プラザ（会議室）
対 国分寺市もしくは国立市在住で、現在親族後見人等に

選任されている方

定 各市10名（先着申込順）
申 権利擁護センターこくぶんじ
（電話：042-580-0570）

催 国分寺市社会福祉協議会・国立市社会福祉協議会

成年後見専門相談 3/12・4/9・5/14
第 2（木）13:30 ～ 16:30 司法書士・社会福祉士

ふくし法律相談 2/27・3/26・4/23
第 4（木）13:30 ～ 16:30 弁護士

親族後見人として日々がんばっている皆さん！

富士本手芸クラブ様 5,000 円 
手工芸編物連盟様 40,762 円 
みんなで歌う会　「歌は虹の架け橋」様 10,000 円 
公益財団法人　鉄道総合技術研究所様 45,700 円 
花園　歌子様 10,000 円 
公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会国分寺国立支部様 30,000 円 
東京心障協力会様 50,000 円 
国分寺南栄商店会様 15,200 円 
渡辺　純男様 20,000 円 
国分寺市老人クラブ連合会様 20,000 円 
多摩友の会　国立方面様 10,000 円 
櫻井　敬様 3,000 円 
アマネシ酒店様（ふれあい募金箱） 8,727 円 
特定非営利活動法人ワーカーズコープ様（ふれあい募金箱 細谷育子様より） 5,804 円 
浜木綿様（ふれあい募金箱） 11,312 円 
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） 1,430 円 
匿名（9件） 1,267,113 円 

参 国分寺市民・在勤の方　
日 4月4日～6月6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（戸倉循環バス・新町下車）

②西元町（史跡国分寺ぶんバス停近く）西元町3-20-43
指 国分寺市ゲートボール連盟（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、

3月25日（水）までに、電話または FAXにて社協までお申込下さい。
電話：042-324-8311　FAX：042-324-8722

	社会福祉協議会・国分寺市ゲートボール連盟共催で 「春期ゲートボール初心
者講習会」を開催いたします。お気軽に参加してください。

場 権利擁護センターこくぶんじ　申 電話：042-580-0570

公益財団法人鉄道総合技術研究所様、株式会社
北田設計事務所様、戸倉工業株式会社様、フォト・
ユー &アイ写真の雪岡様よりたくさんのカレン
ダーや手帳のご寄附をいただき、社協窓口にて市
民の皆様にお配りしました。
ご寄附ありがとうございました。

カレンダーや手帳のご寄附をいただきました!

家庭等で余った食品を、市民の方をはじめ、市内企業や高齢者施設からご寄付い
ただきました。自立生活サポートセンターこくぶんじの相談者の方へ提供します。
ご協力いただきました皆様、ありがとうございました。

フードドライブ（食品寄付）のお礼

匿名 100,000 円福祉特別功労会員

有限会社　井口葬儀店様 20,000 円
社会福祉法人　万葉の里様 10,000 円
社会福祉法人　はらからの家福祉会様 10,000 円
社会福祉法人明王会　明国保育園様 10,000 円
むさし介護アカデミー様 10,000 円
特定非営利活動法人Ohana 様 10,000 円

法人・団体会員

（令和元年 10月 19日以降）
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 『気づく』『つなぐ』『つくる』
支え合う地域づくり学習会
～なぜ、いま地域づくりが必要なのか、一緒に学びませんか?～　

綿半

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）

次回は 5 月 15 日（金）
発行予定です！

開催
報告

10月26日と11月7日の2日間にわたって、市民の皆さんと一緒に地域づくり
の基本の「き」を勉強したいという思いから、地域福祉コーディネーター学習会
を開催しました。

前半は、立川市社協の地域福祉コーディネーターによる講演!
地域福祉コーディネーターを先駆的に行っている立川市社協の地域福祉コー

ディネーターを講師にお招きし、地域福祉コーディネーターの役割や地域づくり
の必要性を、実際に立川の事例を通してわかりやすく説明していただいたことで、
地域の繋がりの大切さが見えてきました。

後半は、地域ごとのグループに分かれてグループワークを開催!
「グループワーク」と聞くと、気がおも～くなる方も多いと思います。
今回は、ゲーム感覚も取り入れたことで、最初の自己紹介からたくさんの笑い

声が聞こえてきました。どのグループも多くの意見が飛び交っていて、中には身
を乗り出して書き込む姿も…！
グループワークの内容は…
「参加したい場」と「参加したくない場」をそれぞれ20個以上書き出し、最後

には「参加したくない場」の中から一つだけ課題を選び、それが工夫次第で「参
加したい場」にならないかな ?と考えました。
（例 :「遠いから行きたくない」⇒でも…「アイドルのオフ会なら行く !」とか、「タ
クシーチケットが出れば行く !」…等々）
このようにそれぞれの課題を書き出していくことで、国分寺にもたくさんのイ

ベントがあることに気づいたり、自分の住んでいる地域には、こんな素敵な人や
場所がある ! ということが発見できたようです。

最後に…
この学習会を経

て、令和2年3月24
日（火）に、今年度
の地域福祉コーディ
ネーター活動報告と
来年度に向けての
地域福祉コーディ
ネーターと地域との関わりについての講演会を開催いたします。
今回の学習会に参加してくださった方はもちろんのこと、初めての方も、ぜひ、

お待ちしております。（詳しくは、ふくしの1ページをご覧ください。）

皆さん、ボラセンが、平成17年度より推
進している「地域支え合い活動」（腕章活動）
を知っていますか ?
この活動は、黄色い腕章を目印に地域住民

が助け合って、子ども達の登下校の見守りか
ら地域の見守りも含めた活動として市内小学
校区ごとに展開しています。
昨年9月に地域福祉コーディネーターが受

けた相談から「地域支え合い活動」と協力し、
第六小学校、自治会・町内会、腕章活動登録
者、民生・児童委員等の方々と懇談会を開き
ました。その中で、地域の見守り活動の実施
箇所をマップに表して確認したところ、広い
学区域の中で見守りが必要な箇所があること
が分かりました。特に新町3丁目の信号周辺
は、運転者の死角になる箇所もあり、道も狭
いのですが、現在見守りを行う方がいません。
この場所で見守り活動にご協力いただける

方を募集しています。この場所以外の地域で
も見守り活動に興味がある方がいらっしゃい
ましたら、大歓迎です。窓口のボランティア
活動センターこくぶんじまでお問合せ下さい。

地域支え合い活動の報告

つながるボランティア講座を開催しました

新町三丁目
洗車場

通学路10 月 26日	グループワークの様子 11月 7日	講演の様子

国分寺市/地域福祉
コーディネーター

presents

今回の講座は 「地域とつながるボランティア」 をテーマに、二部構成で行いました。まず、講座
編で高齢者と接する際のポイントやボッチャなど講師による説明を受け、別日の実践編で地域交流
会 「たちばな会」 にて、昼食準備や配膳のボランティア体験をし、高齢者との交流でボッチャを行
いました。12名の方が参加され、楽しい時間を共有することができました。
ご参加いただいた皆さま、ありがとうございました。
来年度も講座を企画しますので、ボラセンからの案内を楽しみにしていてください。 ボッチャを行う様子

ボランティア活動センターこくぶんじだより
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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

ボランティア活動をされる皆さんに、ボランティア活動の「もしも」のときに
備えて、ボランティア保険の加入をお勧めしています。

～ボランティア保険は、こんなとき役立ちます～
①	ボランティア活動中、およびボランティア活動先までの行き帰りに、ケガ
をしてしまったとき（傷害補償）

②	ボランティア活動中に、活動先で人にケガをさせてしまったり、物を壊し
てしまったとき（賠償責任補償）	 など

当会、当センターで受け付ける場合の保険加入日に関しては、下表をご参照く
ださい。
いくつかの団体に所属している方は、重複加入にご注意ください。
なお、当会では、国分寺市内在住のボランティア等、要件を満たした方に対し、

保険料の一部（100円）を補助します。
加入日 補償期間（保険期間）

3月初旬～3月19日（木）まで 令和 2年 4月 1日 0時から
令和 3年 3月 31日 24時までの 1年間

3月 21日（土）～3月31日（火） 令和 2年 4月 2日 0時から
令和 3年 3月 31日 24時まで

4月  1 日（水）以降 加入手続完了日の翌日 0時から
令和 3年 3月 31日 24時まで

※	保険料、補償内容については、3月初旬に社協窓口、並びにボラセンで配布するパ
ンフレットでご確認ください。
行事保険は、開催日の1週間前を目途に、手続きを済ませるようお願いしま

す。特に、年度末・年度始めの行事の加入には気をつけてください。
【ボランティア保険・行事保険 受付窓口】

●	ボランティア活動センターこくぶんじ（東元町3-17-2）
月～土曜（祝日を除く）午前9時	～	午後5時

●	事務局（戸倉4-14　福祉センター1階）
	 月～金曜（祝日を除く）	午前9時	～	午後5時

※保険料（現金）はおつりのないように窓口までお持ちください。
【補償内容などの問い合わせ】

●	取扱代理店	有限会社	東京福祉企画　電話	：03-3268-0910

ボラセンでは、ボランティア・市民活動団体やサロン（地域の居場所）が
情報交換や協力・連携をとることで、各団体の活動がより活性化し、国分
寺市の地域福祉の推進が図られることを目的とした登録団体制度を実施
しています。登録団体になると様々なサービスがご利用いただけます。詳
しくはお問合せください。
現在の登録団体数は約100団体。国分寺市内で活動する様々な団体と

ともに、住みやすい街をつくっていきましょう!

武州太鼓団は、ボラセンにイベントボランティア登録している団体
の一つです。趣味である和太鼓を通じて、地域の方に元気と笑顔を届
けるメンバーの方にインタビューを行いました。
どういうつながりのメンバーで、何年くらい活動されていますか ?
和太鼓大好き、音楽大好き、思い切りストレス解消したい、など集

まった動機は色々ですが、みんな仲良くチームワーク抜群のメンバー
です。太鼓団を結成してからは、約3年になります。
練習は、いつ・どこで・どの位されていますか ?
国分寺市内の公民館で、月3～4回、週末の3時間くらいです。

イベントボランティアを始めたきっかけは何ですか ?
和太鼓を通じて少しでも地域に貢献できればと思って始めました。

普段はどんなところでイベントをされていますか ?
今はボラセンからの依頼で、高齢者施設訪問がけっこう多いです。

その他は地元国分寺市や国立市でお祭りなどのイベントで演奏させ
ていただいています。
イベントを行う際、心がけていることは何ですか ?
とにかく皆さんに楽しんでいただくこと。自分が楽しくなければ伝

わらないので、楽しんで活動させていただいています。

施設・団体・ボランティアグループの活動がより拡大・充実することで、
国分寺市の地域福祉がますます発展することを願い、ボランティア活動
センターこくぶんじの登録団体に活動費の一部を助成しています。この
助成の財源には、市民の皆さんからお寄せいただいた「令和元年度　歳末
たすけあい・地域福祉活動募金」の一部を活用させていただいています。
前期・後期の2回に分けて助成の申請を受け付けます。
※助成金の交付には、審査があります。

まずは、事前説明会にご参加ください。　
今回は、第2回登録団体連絡会の中で行います。

登録団体で初めての申請を検討されている団体や現在登録していない団
体は、必ずご参加ください。

令和2年度 ボランティア保険・行事保険受付のご案内 登録団体制度のご案内

令和2年度 
「ここねっと推進助成事業（前期）」のご案内

日時 会場

2 月 26日（水） 19：00～ 20：30 cocobunji プラザ
リオンホール（Aホール）

2月 27日（木） 14：00～ 15：30 国分寺市立福祉センター
３階　第１会議室

※予約制です。前日までにお申し込みください。
※現在登録団体の皆さまは、別途ご案内する出欠票をご提出ください。

vol.9 ～イベントボランティア編～
活動されている中で気づいたこと
はありますか ?
自分が好きで始めたこと（和太鼓）

が、少しでも人の為になるという喜び
を感じています。
活動（訪問）された時に嬉しかっ
たことはどんな時ですか?
高齢者施設では、「本当に楽し

かった」「また来てください」と言っ
ていただけたときです。いろいろご
自分のお話をしてくださったり、感
動して涙を流してくださる方もい
て、こちらの方が嬉しくてもらい泣
きしちゃいます。嬉しいことは書きき
れないほどたくさんあります。
イベントボランティアに興味がある方に向けてのメッセージをお願いします。

訪問した施設には「伝筆」によるメッ
セージをプレゼントしています。

武州太鼓団によるイベントの様子

自分の得意なこと・
好きなことが、人の
為、地域の為に役に立
つ、たくさんの方に喜
んでいただけるとい
うことで、やりがいが
あります。ぜひ、自分
の得意なことを生か
して、地元から元気を
発信しましょう♪


