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世界中で猛威をふるう新型コロナウイルスによって、私たちの生活は大き
く変わりました。特に緊急事態宣言の際にはステイホーム（外出自粛）が
求められたことで移動や行動が制限され、個人や社会へのインパクトは想
像を超えるものでした。
国分寺市社会福祉協議会では、対面での業務を停止し、日常生活を送るう
えで必要とする業務は継続しました。貸付や給付金への相談や申請が急激
に増え、市内の人々への影響の大きさを肌で感じました。そして支援を必
要としている人や、潜在的な課題が、地域にはまだまだあるのではないか
と改めて知る機会となりました。

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おります。
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ステイホーム、そして新しい生活様式。
～コロナ禍でみえたまちのこと、社協の可能性～

社協では自宅や近所で
過ごす人が増え、地域
のつながりや力が改め
て見直されるいまこ
そ、人と人が支えあい
地域やご近所がホーム
（我が家）のようにあたたかく信頼できる場所になることを目指していきたい
と考えます。次への一歩となるべく、コロナ禍の初期における社協の活動を
振り返ってみました。（国分寺市社協の 2020コロナレポートへ⇒）

社会福祉法人　
国分寺市社会福祉協議会



子育てをサポートしてもらいたい▼
国分寺市ファミリー・サポート・センター TEL/042-300-6061

ボランティアを始めたい▼
ボランティア活動センターこくぶんじ　TEL/042-300-6363

離職・失業して仕事が見つからない▼
自立生活サポートセンターこくぶんじ　TEL/042-324-8401

家賃を払うお金がない▼
自立生活サポートセンターこくぶんじ　TEL/042-324-8401

親が認知症になって財産の管理が心配▼
権利擁護センターこくぶんじ　TEL/042-580-0570

知的障害を抱えている兄弟の財産を守りたい▼
権利擁護センターこくぶんじ　TEL/042-580-0570

どこに相談したらいいかわからない▼
地域福祉コーディネーター　  TEL/042-300-6363

みなさんは、いま、大丈夫ですか。

誰もが安心して暮らせるまちを目指して、
社協はさまざまな想いを受け止めます。

国分寺市社協の
2020コロナレポート
いまも続く新型コロナウイルスの感染の脅威。緊急事態宣言が発令された期間は移動や行動が
極度に制限され、多くの人がその影響を受けました。
現在も続くコロナ禍で国分寺市社会福祉協議会の各事業が取り組むなかで見えたまちのすがた、
自分達の活動の気づきをレポートで振り返り、今後の活動に役立てたいと思います。

レポーター：コーディネーター

レポーター：相談員

ボランティア活動センター（2階）に設置したwi-fiを活用し、電話やオンラインでの訪問を検討しています。現在の
対応について

CASE 04

CASE 03

地域とつながる大切さを実感ボランティア
活動センター
こくぶんじ

ボランティア活動や、市民活動・まちづくりに関する総合窓口として、ボランティアをしたい人
（団体）と、してほしい人（団体）をつなげる役割をしています。

見守りサポーター（ボランティア）が高齢者の自宅を訪問し、交流しながら見守る「見守り訪問事業」は感染拡大防止のため3月～ 5月は中止
しました。その後再開にあたり、見守りサポーターの方と外出を控える高齢者の双方の「人と会うこと」への不安な気持ちを汲み取り、6月は
玄関先で 10 分から 15 分程度の安否確認程度で終了とし、感染状況を見ながら段階的に実施しました。中止している間や再開した際、利用者
から見守りサポーターの訪問を待ち望んでいる声が聞かれ、この事業の必要性を感じました。

通常の業務

取り組みやできごと

現在の
対応について 徐々に来所による相談や訪問・同行支援を再開しています。

生活への影響の大きさを実感自立生活
サポート
センター
こくぶんじ

通常の業務

取り組みやできごと

失業・離職、病気などで派生するさまざまな経済的問題を解決し、生活をしていくために、住居、家計、就職などの面でサポートをします。

通常からあった貸付や住居確保給付金の対象が、感染拡大による影響で減収者向けにも広がり、相談や申請が増えました。また、外国籍の方々
からのご相談も多く、想像以上に市内に多く住んでいらっしゃることを改めて知りました。感染予防のために、郵送での申請を中心に対応を行っ
ていますが、複雑な申請手続きを少しでもわかりやすく伝えるために、外国語のリーフレットや申請書、翻訳機を活用するなど工夫しました。

継続して支援することの大切さ権利擁護
センター
こくぶんじ

レポーター：専門員

レポーター：アドバイザー

認知症や知的障害・精神障害などで判断能力が不十分な方の財産などの権利を守るための相談・支援活動を行っています。
福祉サービスや金銭管理等の日常生活を送るために必要な支援や、成年後見制度の利用支援などを行っています。

事業の中には銀行でお金をおろすなど利用者の日常生活に直結する支援もあるため、緊急事態宣言中も業務は継続しました。窓口の混み合う
金融機関や市役所に代行で行って手続きをするなど必要な支援を止めずに行うことで、少しでも不安な気持ちを払拭できていたら嬉しいです。
また、利用者さんの中には、人と会えないなど日常に大きな変化が現れることで不安になり頻繁に電話を掛けてくる方もいらっしゃいました。
不安な気持ちをできるだけ受け止める、ということも大切な仕事だと感じました。

専門相談では来所・出張だけでなく、電話相談も取り入れ、感染予防につとめています。現在の
対応について

現在の
対応について

通常の業務

取り組みやできごと

CASE 01

CASE 02
国分寺市
ファミリー・
サポート・
センター

地域の中で助け合いながら子育てをする環境を目指して、育児のサポートを必要とする利用会員さんと、
サポートをしたい援助会員さんをつなげて、援助活動をすすめています。

出産を控えたお母さんたちが「育児をサポートしてもらいたいが、コロナの影響で高齢の祖母に来てもらうことができない」など、育児に伴
う様々な不安を話してくださいました。利用会員さんの状況が見えたことで、サポート可能な援助会員さんにつなげることができました。また、
外出しにくい閉塞感のある状況が続いたときは、相談の内容から家庭内にも影響をもたらしていることがわかりました。こうした経験から、
いざという時に頼れる関係を築ける地域の必要性を感じました。

通常の業務

取り組みやできごと

感染防止に配慮しながら援助活動を継続しています。また、出張利用会員登録説明会も実施しています。

1人で育児を抱えてしまう人へ
寄り添うために



子育てをサポートしてもらいたい▼
国分寺市ファミリー・サポート・センター TEL/042-300-6061

ボランティアを始めたい▼
ボランティア活動センターこくぶんじ　TEL/042-300-6363

離職・失業して仕事が見つからない▼
自立生活サポートセンターこくぶんじ　TEL/042-324-8401

家賃を払うお金がない▼
自立生活サポートセンターこくぶんじ　TEL/042-324-8401

親が認知症になって財産の管理が心配▼
権利擁護センターこくぶんじ　TEL/042-580-0570

知的障害を抱えている兄弟の財産を守りたい▼
権利擁護センターこくぶんじ　TEL/042-580-0570

どこに相談したらいいかわからない▼
地域福祉コーディネーター　   TEL/042-300-6363

みなさんは、いま、大丈夫ですか。

誰もが安心して暮らせるまちを目指して、
社協はさまざまな想いを受け止めます。

国分寺市社協の
2020コロナレポート
いまも続く新型コロナウイルスの感染の脅威。緊急事態宣言が発令された期間は移動や行動が
極度に制限され、多くの人がその影響を受けました。
現在も続くコロナ禍で国分寺市社会福祉協議会の各事業が取り組むなかで見えたまちのすがた、
自分達の活動の気づきをレポートで振り返り、今後の活動に役立てたいと思います。

レポーター：コーディネーター

レポーター：相談員

ボランティア活動センター（2階）に設置したwi-fiを活用し、電話やオンラインでの訪問を検討しています。現在の
対応について

CASE 04

CASE 03

地域とつながる大切さを実感ボランティア
活動センター
こくぶんじ

ボランティア活動や、市民活動・まちづくりに関する総合窓口として、ボランティアをしたい人
（団体）と、してほしい人（団体）をつなげる役割をしています。

見守りサポーター（ボランティア）が高齢者の自宅を訪問し、交流しながら見守る「見守り訪問事業」は感染拡大防止のため3月～ 5月は中止
しました。その後再開にあたり、見守りサポーターの方と外出を控える高齢者の双方の「人と会うこと」への不安な気持ちを汲み取り、6月は
玄関先で 10 分から 15 分程度の安否確認程度で終了とし、感染状況を見ながら段階的に実施しました。中止している間や再開した際、利用者
から見守りサポーターの訪問を待ち望んでいる声が聞かれ、この事業の必要性を感じました。

通常の業務

取り組みやできごと

現在の
対応について 徐々に来所による相談や訪問・同行支援を再開しています。

生活への影響の大きさを実感自立生活
サポート
センター
こくぶんじ

通常の業務

取り組みやできごと

失業・離職、病気などで派生するさまざまな経済的問題を解決し、生活をしていくために、住居、家計、就職などの面でサポートをします。

通常からあった貸付や住居確保給付金の対象が、感染拡大による影響で減収者向けにも広がり、相談や申請が増えました。また、外国籍の方々
からのご相談も多く、想像以上に市内に多く住んでいらっしゃることを改めて知りました。感染予防のために、郵送での申請を中心に対応を行っ
ていますが、複雑な申請手続きを少しでもわかりやすく伝えるために、外国語のリーフレットや申請書、翻訳機を活用するなど工夫しました。

継続して支援することの大切さ権利擁護
センター
こくぶんじ

レポーター：専門員

レポーター：アドバイザー

認知症や知的障害・精神障害などで判断能力が不十分な方の財産などの権利を守るための相談・支援活動を行っています。
福祉サービスや金銭管理等の日常生活を送るために必要な支援や、成年後見制度の利用支援などを行っています。

事業の中には銀行でお金をおろすなど利用者の日常生活に直結する支援もあるため、緊急事態宣言中も業務は継続しました。窓口の混み合う
金融機関や市役所に代行で行って手続きをするなど必要な支援を止めずに行うことで、少しでも不安な気持ちを払拭できていたら嬉しいです。
また、利用者さんの中には、人と会えないなど日常に大きな変化が現れることで不安になり頻繁に電話を掛けてくる方もいらっしゃいました。
不安な気持ちをできるだけ受け止める、ということも大切な仕事だと感じました。

専門相談では来所・出張だけでなく、電話相談も取り入れ、感染予防につとめています。現在の
対応について

現在の
対応について

通常の業務

取り組みやできごと

CASE 01

CASE 02
国分寺市
ファミリー・
サポート・
センター

地域の中で助け合いながら子育てをする環境を目指して、育児のサポートを必要とする利用会員さんと、
サポートをしたい援助会員さんをつなげて、援助活動をすすめています。

出産を控えたお母さんたちが「育児をサポートしてもらいたいが、コロナの影響で高齢の祖母に来てもらうことができない」など、育児に伴
う様々な不安を話してくださいました。利用会員さんの状況が見えたことで、サポート可能な援助会員さんにつなげることができました。また、
外出しにくい閉塞感のある状況が続いたときは、相談の内容から家庭内にも影響をもたらしていることがわかりました。こうした経験から、
いざという時に頼れる関係を築ける地域の必要性を感じました。

通常の業務

取り組みやできごと

感染防止に配慮しながら援助活動を継続しています。また、出張利用会員登録説明会も実施しています。

1人で育児を抱えてしまう人へ
寄り添うために



04

平成 31年度（令和元年度）決算報告
平成31年度（令和元年度）決算について、下記のとおりご報告いたします。

詳細については、本会ホームページ（http://www.ko-shakyo.or.jp）および本会窓口にて配布しております。

寄付・義援金のご報告

社協の会員（サポーター）として多くの皆様にご協力いただき、ありが
とうございました。
また、皆様からの会費の一部を国分寺市・府中市・国立市・小金井市の
医師会が共同で設置した「PCR検査センター」にお役立ていただきたく、
国分寺市医師会様を通じて30万円を寄付いたしました。
紙面の関係上、すべての会員の皆様を掲載することはできませんが、福
祉特別功労会員、法人会員、団体会員（10,000 円以上）の皆様は、下記
の表にてご紹介させていただきます。なお、本会ホームページにもお名
前を掲載させていただいております。

8月 28日（金）19時より「リオンホール」にて、第1回「第 4期国分寺市地
域福祉活動計画策定委員会」を開催しました。
策定委員会では、住民目線でこれまでの計画を見直し、国分寺市が策定
する「国分寺市地域福祉計画」との連携を図り、「地域福祉」の実現を推
し進めるために、協議を重ねてまいります。
第 1回目では、委員の皆さんより、住民・専門職のそれぞれの立場から、
国分寺の印象や感じていること、また、コロナ禍における地域づくりに
ついて意見交換を行いました。
今後の経過については、本会ホームページで随時更新をしてまいります。

【国分寺市医師会様よりお礼の言葉をいただきました】
社会福祉協議会様へ
この度はお心遣いを頂きありがとうございます。現在医師会は、冬の発
熱患者増加シーズンへ向け様々なCOVID-19感染症対策を検討していま
す。今回のご寄付は、この感染症対策に使わせて頂きたいと思います。
貴会からの応援は、医師会にとって力強いものです。これからも宜しく
お願い致します。

今年も 12月 1日より、歳末たすけあい運動が始まります。皆様のあたたかい
ご支援・ご協力をお願いいたします。
実施期間：12月 1日（火）～ 12月 31日（木） 
【募金方法】
● 自治会・町内会を通じて
● 募金箱へ（市内の企業・商店会・薬局等に設置）
● 社協窓口へ直接　月曜日～金曜日（祝日除く）9：00～17：00
※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から今年度の街頭募金は実施いたしません。
※12月19日（土）は臨時開館。12月29日（火）～ 1月３日（日）は年末年始のお休みです。

令和２年度　歳末たすけあい・地域福祉活動募金　
～つながり ささえあう みんなの地域づくり～

募金のご協力のお願い

令和元年度にご協力いただいた募金は、
令和２年度地域福祉活動費として、
下記の事業に活用しています。

●ひとり暮らし等高齢者地域交流事業
●ここねっと推進助成事業
●市民への地域福祉情報提供事業
●高齢者への支援事業
●ボランティア活動推進事業
●生活困窮者支援事業　など
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10月20日現在：総額 4,872,251円

第４期国分寺市地域福祉活動計画策定委員会が開催されました

令和 2年度 社協会員会費 中間報告とお礼

社会福祉法人 浴光会　サンライト 様              42,800 円＊1

社会福祉法人 浴光会　あじさい苑 様             42,200 円＊2

グループだんけ 様  10,000 円
赤尾 静子 様  500,000 円
ルネサスグループ連合 武蔵地区支部 様 30,000 円
参百圓食堂「日吉小町」 様  24,420 円
ゆうき屋・東元町商店会 様  22,708 円
細谷  育子 様  6,973円
匿名（5件）  31,973 円
＊1：平成 31年度おれんじ Café参加費を寄附
＊2：平成 31年度あじさい Café参加費を寄付

一般寄付

⑴学識経験者 武蔵野大学 熊田　博喜
⑵福祉関係者 国分寺市民生・児童委員協議会 石川　眞澄
  基幹相談支援センター 銀川　紀子
  地域包括支援センター 石坂　　藍
  市民後見人 山本　俊治
  登録型生活支援員 藤原　和彦
  ボランティア活動センターこくぶんじ運営委員会 大山　純子
  権利擁護センターこくぶんじ運営委員会 足立　　剛
⑶市民・ボランティア 自治会・町内会 坂田　雄一
 国分寺市老人クラブ連合会 野口　誠一
  ボランティア活動センター登録団体（国分寺社会福祉士会） 本多　　勇
  ボランティア 杉田　直木
⑷行政関係 国分寺市　健康部　地域共生推進課 渡部　　納
⑸社協関係 東京都社会福祉協議会 髙橋　紘之
  国分寺市社会福祉協議会 織戸小百合

選出区分 所属 氏名（敬称略）

株式会社 丸福商事 様 200,000円
東京国分寺ロータリークラブ 様160,000円
有限会社 英 様 100,000円

福祉特別功労会員
オザキエンタープライズ 株式会社 様 100,000円
一般社団法人 国分寺市医師会 様 100,000円
匿名  100,000円

50，000円以上
東京武蔵国分寺ロータリークラブ 様
東京国分寺ライオンズクラブ 様
東京むさし農業協同組合 国分寺支店 様
宗教法人 國分寺 様
30,000円以上
リオン 株式会社 様
20,000円以上
株式会社 コモダ印刷 様
10，000円以上
東元町商店会 様
特定非営利活動法人 あおぞら 様
社会福祉法人 Ann Bee 様
有限会社 ヤマコオ 様
一般財団法人 国分寺市健康福祉サービス協会 様
社会福祉法人 にんじんの会 様
有限会社 アクティブサポート デイサービス カーム・なみき 様
学校法人 国際文化学園 国際文化理容専門学校 国分寺校 様
戸倉工業 株式会社 様

10，000円以上
社会福祉法人 はらからの家福祉会 様
ツクイ恋ヶ窪 様
株式会社 みずほ銀行 国分寺支店 様
社会福祉法人 村山苑 ひよし保育園 様
一般社団法人 国分寺市歯科医師会 様
宗教法人 妙法寺 様
社会福祉法人 万葉の里 様
タツミ建設 株式会社 様
国際ソロプチミスト国分寺 様
多摩信用金庫 国分寺支店 様
北多摩東地区保護司会 国分寺分区 様
医療法人社団 緑杉会 本町クリニック 様
知念医院 様　
社会福祉法人 至誠学舎立川 至誠ホームミンナ 様
税理士法人MIRAI合同会計事務所 様　
社会福祉法人 桑の実会 国分寺 Jキッズステーション 様
一般社団法人 国分寺市薬剤師会 様
社会福祉法人 桑の実会 桑の実西国分寺保育園 様

10，000円以上
有限会社 前田工機研究所 様
特定非営利活動法人ワーカーズコープ 様
学校法人 渡邉学園 白鳥幼稚園 様
学校法人 東京経済大学 様　
株式会社 アイルート むさし介護アカデミー 様
社会福祉法人 ゆたか会　国分寺市立ひかり保育園 様
株式会社 佐藤総研 様
東皇商事 株式会社 様
多摩ふるさと建設業協会組合 様
鉄道情報システム 株式会社 様
特定非営利活動法人 国分寺市にふるさとをつくる会 様
有限会社 ホクシンハウスプランニング 様
社会福祉法人 つくしんぼ共同保育会 様

法人会員・団体会員

令和２年度　理事・評議員の補選ならびに協力員の改選について

国分寺泉郵便局 様（その他切手 110円分お預かり）  222 円
国分寺本町郵便局 様（その他切手 624円分・収入印紙 200円分お預かり） 4,020 円
国分寺本多郵便局 様  2,624 円
国分寺東恋ヶ窪四郵便局 様  948 円
国分寺内藤郵便局 様  2,031 円
国分寺富士本郵便局 様  20,188 円
国立駅北口郵便局 様  10,352 円
国分寺光郵便局 様（その他切手 80円分お預かり）  599 円
国分寺西町郵便局 様（その他切手 84円分お預かり）  888 円
Ｙショップ日吉店 様  1,730 円

ふれあい募金箱 ●「令和 2年7月豪雨災害義援金」のお礼
被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
お預かりした義援金は中央共同募金会に送金し、その
後、各県で構成される義援金配分委員会を通じて被災
者に配分されます。
皆様の温かいご支援、ご協力をお願いいたします。

令和7月豪雨災害義援金
243,854円（令和2年12月 28日まで）
令和 7月豪雨災害支援金（被災者支援のための募金）
5,500円（令和2年7月18日~7月31日に実施しました）

理事ならびに評議員の補選を行いましたのでご報告いたします。 
●理事の補選
北多摩東地区保護司会国分寺分区から理事として選出されておりました森田忠男様が勇退され
田中良人様が就任されました。また、国分寺市老人クラブ連合会から理事として選出の友田光基
様が勇退され、後任として渡邉幹夫様にご就任いただきました。
●評議員の補選
国分寺市健康福祉サービス協会から評議員として選出されておりました鈴木健様に代わり、日野
優様にご就任いただきました。
●協力員の改選
協力員の皆様の二年ごとの改選を令和二年四月に迎え、106名の方に引き続き協力員としてお願い
することとなりました。どうぞよろしくお願いいたします。

地域福祉の発展に多大なる功績のあった皆様への
表彰状と感謝状の贈呈について

地域福祉の発展に多大なる功績のあった今年度の表彰は、表彰 44名、感謝
47名となりました。本来であれば、6月21日（日）「第7回社協ふくしのつどい」
でそのご功績を讃えて直接お会いし、感謝の意をお伝えするところですが、
新型コロナウイルス感染拡大に伴いやむなく中止いたしました。なお、感
染拡大防止のため表彰状および感謝状は郵送にて贈呈しました。表彰対象
となった皆様には国分寺の地域福祉推進へのご支援ご協力に改めて感謝申
し上げます。

募金の使いみち

平成 31年度収入
195,961,987円

平成 31年度支出
195,961,987円

受託金収入
（受託事業に
かかる収入）
57.8%

補助金収入
（東京都や
国分寺市からの
運営費補助）
24.3%

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）
3.3%

法人運営事業 24.5%
・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

権利擁護センター 14.6%
・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
・地域福祉権利擁護事業

ファミリー
サポートセンター
事業
10.0%

地域福祉
コーディネーター
事業 6.9%

生活支援
コーディネーター
事業 4.1%

次年度繰越金 3.5%

ボランティア活動センター
10.9％

自立生活サポートセンター 25.5%
・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
・応急援護資金貸付事業

その他の収入（基金取り崩し等）6.8%

自主財源
・会費 /寄附金収入
・事業収入
・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）
    7.8%

ポスター作成協力：
社会福祉法人 AnnBee様

あたたかいお気持ちをありがとうございます。（令和2年 5月1日～ 9月30日まで）

（順不同）

（順不同）

多くの方々からのご意見を反映して計画づくりをめざしております。
アンケートにご協力をお願いいたします。
回答は下記 URLもしくは QRコードより Google
フォームのアンケート入力画面にてお願いします。
また、社協窓口での配布や郵送を行っております。詳しくはお問合せ下さい。
（回答締切：令和 2年 12月 15日（火））
URL  https://forms.gle/eT952Npn3dyPmgLy6  ／ 問い合わせ先  総務係 042-324-8311

「第4期国分寺市地域福祉活動計画作成のためのwebアンケート調査」について

国分寺市医師会会長　
知念信昭
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平成 31年度（令和元年度）決算報告
平成31年度（令和元年度）決算について、下記のとおりご報告いたします。

詳細については、本会ホームページ（http://www.ko-shakyo.or.jp）および本会窓口にて配布しております。

寄付・義援金のご報告

社協の会員（サポーター）として多くの皆様にご協力いただき、ありが
とうございました。
また、皆様からの会費の一部を国分寺市・府中市・国立市・小金井市の
医師会が共同で設置した「PCR検査センター」にお役立ていただきたく、
国分寺市医師会様を通じて30万円を寄付いたしました。
紙面の関係上、すべての会員の皆様を掲載することはできませんが、福
祉特別功労会員、法人会員、団体会員（10,000 円以上）の皆様は、下記
の表にてご紹介させていただきます。なお、本会ホームページにもお名
前を掲載させていただいております。

8月 28日（金）19時より「リオンホール」にて、第1回「第 4期国分寺市地
域福祉活動計画策定委員会」を開催しました。
策定委員会では、住民目線でこれまでの計画を見直し、国分寺市が策定
する「国分寺市地域福祉計画」との連携を図り、「地域福祉」の実現を推
し進めるために、協議を重ねてまいります。
第 1回目では、委員の皆さんより、住民・専門職のそれぞれの立場から、
国分寺の印象や感じていること、また、コロナ禍における地域づくりに
ついて意見交換を行いました。
今後の経過については、本会ホームページで随時更新をしてまいります。

【国分寺市医師会様よりお礼の言葉をいただきました】
社会福祉協議会様へ
この度はお心遣いを頂きありがとうございます。現在医師会は、冬の発
熱患者増加シーズンへ向け様々なCOVID-19感染症対策を検討していま
す。今回のご寄付は、この感染症対策に使わせて頂きたいと思います。
貴会からの応援は、医師会にとって力強いものです。これからも宜しく
お願い致します。

今年も 12月 1日より、歳末たすけあい運動が始まります。皆様のあたたかい
ご支援・ご協力をお願いいたします。
実施期間：12月 1日（火）～ 12月 31日（木） 
【募金方法】
● 自治会・町内会を通じて
● 募金箱へ（市内の企業・商店会・薬局等に設置）
● 社協窓口へ直接　月曜日～金曜日（祝日除く）9：00～17：00
※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から今年度の街頭募金は実施いたしません。
※12月19日（土）は臨時開館。12月29日（火）～ 1月３日（日）は年末年始のお休みです。

令和２年度　歳末たすけあい・地域福祉活動募金　
～つながり ささえあう みんなの地域づくり～

募金のご協力のお願い

令和元年度にご協力いただいた募金は、
令和２年度地域福祉活動費として、
下記の事業に活用しています。

●ひとり暮らし等高齢者地域交流事業
●ここねっと推進助成事業
●市民への地域福祉情報提供事業
●高齢者への支援事業
●ボランティア活動推進事業
●生活困窮者支援事業　など
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10月20日現在：総額 4,872,251円

第４期国分寺市地域福祉活動計画策定委員会が開催されました

令和 2年度 社協会員会費 中間報告とお礼

社会福祉法人 浴光会　サンライト 様              42,800 円＊1

社会福祉法人 浴光会　あじさい苑 様             42,200 円＊2

グループだんけ 様  10,000 円
赤尾 静子 様  500,000 円
ルネサスグループ連合 武蔵地区支部 様 30,000 円
参百圓食堂「日吉小町」 様  24,420 円
ゆうき屋・東元町商店会 様  22,708 円
細谷  育子 様  6,973円
匿名（5件）  31,973 円
＊1：平成 31年度おれんじ Café参加費を寄附
＊2：平成 31年度あじさい Café参加費を寄付

一般寄付

⑴学識経験者 武蔵野大学 熊田　博喜
⑵福祉関係者 国分寺市民生・児童委員協議会 石川　眞澄
  基幹相談支援センター 銀川　紀子
  地域包括支援センター 石坂　　藍
  市民後見人 山本　俊治
  登録型生活支援員 藤原　和彦
  ボランティア活動センターこくぶんじ運営委員会 大山　純子
  権利擁護センターこくぶんじ運営委員会 足立　　剛
⑶市民・ボランティア 自治会・町内会 坂田　雄一
 国分寺市老人クラブ連合会 野口　誠一
  ボランティア活動センター登録団体（国分寺社会福祉士会） 本多　　勇
  ボランティア 杉田　直木
⑷行政関係 国分寺市　健康部　地域共生推進課 渡部　　納
⑸社協関係 東京都社会福祉協議会 髙橋　紘之
  国分寺市社会福祉協議会 織戸小百合

選出区分 所属 氏名（敬称略）

株式会社 丸福商事 様 200,000円
東京国分寺ロータリークラブ 様160,000円
有限会社 英 様 100,000円

福祉特別功労会員
オザキエンタープライズ 株式会社 様 100,000円
一般社団法人 国分寺市医師会 様 100,000円
匿名  100,000円

50，000円以上
東京武蔵国分寺ロータリークラブ 様
東京国分寺ライオンズクラブ 様
東京むさし農業協同組合 国分寺支店 様
宗教法人 國分寺 様
30,000円以上
リオン 株式会社 様
20,000円以上
株式会社 コモダ印刷 様
10，000円以上
東元町商店会 様
特定非営利活動法人 あおぞら 様
社会福祉法人 Ann Bee 様
有限会社 ヤマコオ 様
一般財団法人 国分寺市健康福祉サービス協会 様
社会福祉法人 にんじんの会 様
有限会社 アクティブサポート デイサービス カーム・なみき 様
学校法人 国際文化学園 国際文化理容専門学校 国分寺校 様
戸倉工業 株式会社 様

10，000円以上
社会福祉法人 はらからの家福祉会 様
ツクイ恋ヶ窪 様
株式会社 みずほ銀行 国分寺支店 様
社会福祉法人 村山苑 ひよし保育園 様
一般社団法人 国分寺市歯科医師会 様
宗教法人 妙法寺 様
社会福祉法人 万葉の里 様
タツミ建設 株式会社 様
国際ソロプチミスト国分寺 様
多摩信用金庫 国分寺支店 様
北多摩東地区保護司会 国分寺分区 様
医療法人社団 緑杉会 本町クリニック 様
知念医院 様　
社会福祉法人 至誠学舎立川 至誠ホームミンナ 様
税理士法人MIRAI合同会計事務所 様　
社会福祉法人 桑の実会 国分寺 Jキッズステーション 様
一般社団法人 国分寺市薬剤師会 様
社会福祉法人 桑の実会 桑の実西国分寺保育園 様

10，000円以上
有限会社 前田工機研究所 様
特定非営利活動法人ワーカーズコープ 様
学校法人 渡邉学園 白鳥幼稚園 様
学校法人 東京経済大学 様　
株式会社 アイルート むさし介護アカデミー 様
社会福祉法人 ゆたか会　国分寺市立ひかり保育園 様
株式会社 佐藤総研 様
東皇商事 株式会社 様
多摩ふるさと建設業協会組合 様
鉄道情報システム 株式会社 様
特定非営利活動法人 国分寺市にふるさとをつくる会 様
有限会社 ホクシンハウスプランニング 様
社会福祉法人 つくしんぼ共同保育会 様

法人会員・団体会員

令和２年度　理事・評議員の補選ならびに協力員の改選について

国分寺泉郵便局 様（その他切手 110円分お預かり）  222 円
国分寺本町郵便局 様（その他切手 624円分・収入印紙 200円分お預かり） 4,020 円
国分寺本多郵便局 様  2,624 円
国分寺東恋ヶ窪四郵便局 様  948 円
国分寺内藤郵便局 様  2,031 円
国分寺富士本郵便局 様  20,188 円
国立駅北口郵便局 様  10,352 円
国分寺光郵便局 様（その他切手 80円分お預かり）  599 円
国分寺西町郵便局 様（その他切手 84円分お預かり）  888 円
Ｙショップ日吉店 様  1,730 円

ふれあい募金箱 ●「令和 2年7月豪雨災害義援金」のお礼
被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
お預かりした義援金は中央共同募金会に送金し、その
後、各県で構成される義援金配分委員会を通じて被災
者に配分されます。
皆様の温かいご支援、ご協力をお願いいたします。

令和7月豪雨災害義援金
243,854円（令和2年12月 28日まで）
令和 7月豪雨災害支援金（被災者支援のための募金）
5,500円（令和2年7月18日~7月31日に実施しました）

理事ならびに評議員の補選を行いましたのでご報告いたします。 
●理事の補選
北多摩東地区保護司会国分寺分区から理事として選出されておりました森田忠男様が勇退され
田中良人様が就任されました。また、国分寺市老人クラブ連合会から理事として選出の友田光基
様が勇退され、後任として渡邉幹夫様にご就任いただきました。
●評議員の補選
国分寺市健康福祉サービス協会から評議員として選出されておりました鈴木健様に代わり、日野
優様にご就任いただきました。
●協力員の改選
協力員の皆様の二年ごとの改選を令和二年四月に迎え、106名の方に引き続き協力員としてお願い
することとなりました。どうぞよろしくお願いいたします。

地域福祉の発展に多大なる功績のあった皆様への
表彰状と感謝状の贈呈について

地域福祉の発展に多大なる功績のあった今年度の表彰は、表彰 44名、感謝
47名となりました。本来であれば、6月21日（日）「第7回社協ふくしのつどい」
でそのご功績を讃えて直接お会いし、感謝の意をお伝えするところですが、
新型コロナウイルス感染拡大に伴いやむなく中止いたしました。なお、感
染拡大防止のため表彰状および感謝状は郵送にて贈呈しました。表彰対象
となった皆様には国分寺の地域福祉推進へのご支援ご協力に改めて感謝申
し上げます。

募金の使いみち

平成 31年度収入
195,961,987円

平成 31年度支出
195,961,987円

受託金収入
（受託事業に
かかる収入）
57.8%

補助金収入
（東京都や
国分寺市からの
運営費補助）
24.3%

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）
3.3%

法人運営事業 24.5%
・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

権利擁護センター 14.6%
・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
・地域福祉権利擁護事業

ファミリー
サポートセンター
事業
10.0%

地域福祉
コーディネーター
事業 6.9%

生活支援
コーディネーター
事業 4.1%

次年度繰越金 3.5%

ボランティア活動センター
10.9％

自立生活サポートセンター 25.5%
・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
・応急援護資金貸付事業

その他の収入（基金取り崩し等）6.8%

自主財源
・会費 /寄附金収入
・事業収入
・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）
    7.8%

ポスター作成協力：
社会福祉法人 AnnBee様

あたたかいお気持ちをありがとうございます。（令和2年 5月1日～ 9月30日まで）

（順不同）

（順不同）

多くの方々からのご意見を反映して計画づくりをめざしております。
アンケートにご協力をお願いいたします。
回答は下記 URLもしくは QRコードより Google
フォームのアンケート入力画面にてお願いします。
また、社協窓口での配布や郵送を行っております。詳しくはお問合せ下さい。
（回答締切：令和 2年 12月 15日（火））
URL  https://forms.gle/eT952Npn3dyPmgLy6  ／ 問い合わせ先  総務係 042-324-8311

「第4期国分寺市地域福祉活動計画作成のためのwebアンケート調査」について

国分寺市医師会会長　
知念信昭



問い合わせ・連絡先　ボランティア活動センターこくぶんじ　〒185-0022   国分寺市東元町 3-17-2　TEL:042-300-6363 　FAX:042-300-6365　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

0706

さまざまな支援・相談のご案内

わが子に高校や大学を受験させたいけれど、経済的に厳しく塾の費用や受験
料が出せないーーそんなご家庭を応援するための貸付金です。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、学習塾・受験料を支援することを目的としています。

申請締切前は大変混みあいます。まずはお早めにご相談ください！
申請締切日：令和 3年１月 25日（月）
※今年度の申請は、原則郵送申請となっております。例年以上に手続きに時間を要しますので、
初回相談は年内にはお済ませくださいませ。

この度の新型コロナウイルス感染拡大を受けて発令された緊急事態宣言の中、「何かしたい！」と思っている人たちが
自粛生活の中でもできるボランティア活動「おうちでできるボランティア」を企画・実施しています。
すでに終了した第 1弾「マスク編」、第 2弾「ポスター編」は、どちらも市内外を問わず多くの方にご協力をいただき、
ありがとうございました。手作りマスクは当会事業の利用者である高齢者や障害のある方へ配布したところ、大変喜ば
れ、たくさんの方からお礼のお電話やお手紙をいただきました。いまだ収束の時期が見えない新型コロナウイルスです
が、このような状況下でも、たくさんの人が誰かのために、と思って行動してくださることがわかったことは大きな収
穫であったと感じています。　
今後も、予想できないことが起こるかもしれませんが、そんな時こそ、ボランティア活動センターこくぶんじ（以下
ボラセン）として出来ることを発信していきたいと思います。　

現在もおうちでできるボランティアは下記の 2つの活動を実施中です。
・第 3弾 「ウエス編」：不要な衣類などを活用した使い捨ての雑巾を募集しています。期限：2020 年 12月 25日（金）
・第4 弾「年賀状編」：コロナ禍で、外出や人に会う機会が減った当センター主催事業の利用者に、新年のメッセージや
元気の出る言葉などをはがきに書いて送ります。期限：2020 年 12 月 10 日（木）
協力したい方や詳細についてはボラセンのホームページをご覧いただくか、お電話（042-300-6363）にてお問い合
わせください。

ボランティア保険料については、長年にわたって据え置いていましたが、消費税増税等による事務経費の増加、高齢社会を反映したボランティ
ア活動者の事故率の上昇等を受けて、『基本コースＡプラン』（現行 300 円）の保険料引き上げ改訂を予定しています。
詳細につきましては、確定次第ホームページなどでご案内いたしますので、ご承知おきください。

子どもの送迎や一時預かりが必要なときに、サポ―トしてもらうこ
とができます。育児のサポートが必要な方（利用会員）とサポート
する方（援助会員）が、それぞれ会員となり地域の中で助け合う仕
組みです。ご利用にあたっては会員の登録が必要になります。

【利用内容】
保育園や学校などへの子どもの送迎や一時的な預かりなどが必要になった
場合に利用いただけます。
・活動時間　午前６時～午後10時まで
・お子さんが病気の時は活動を行いません
【謝礼金】
利用会員から援助会員へお支払いください。
平日の午前８時～午後６時　１時間 800円
上記時間外と土曜日・日曜日・祝日　１時間 900円

さらに、育児の援助をしたい、援助会員も募集しています。
資格、経験、性別を問わず、心身ともに健康な20歳以上の方が援助会員
の対象となります。援助会員講習会を受講すると、会員資格が得られます。
令和 3年 2月に援助会員講習会を開催予定です。

●登録・問い合わせ先
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 
受付日時 : 月曜日～土曜日　9：00～ 17：00（日・祝日除く）
住所：〒185-0003 国分寺市戸倉4-14 国分寺市立福祉センター内

【登録方法】 
市内にお住まいで、生後 57日目から小学校 6年生までの子ども
の保護者が対象となります。会員登録は、センターに来所いた
だく、あるいは来所が困難な方は説明、登録手続きに伺います。
（随時登録可能）

高齢者や障害者とそのご家族の皆さん

福祉サービスの利用に関するトラブル、成年後見制度申立に関する相談、遺
言・相続についてのご相談やトラブル、判断能力が不十分な方の権利侵害・
悪徳商法の被害、その他生活上での法律的な解決が必要な事柄に関しては弁
護士がお受けします。
相談日：毎月第 4木曜  11/26、12/24、1/28、2/25、3/25　
相談時間：13:30 ～ 16:30

相談形式：来所相談、出張相談に対応しております。また新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から今年度は電話での相談にも対応しております。
●申込・問い合わせ先　権利擁護センターこくぶんじ
TEL：042-580-0570　FAX：042-576-7081　E-mail:soudan@ko-shakyo.or.jp　住所：〒185-0032　国分寺市日吉町 3-29-24

KOKUBUN J I  VOLUNTARY  ACT ION  C ENT ER  N EWS

受験生チャレンジ支援貸付のご案内

利用会員になって
育児のサポートを頼もう

おうちでできるボランティア
ご協力のお礼とウエス編、年賀状編のご案内

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や、ボランティアにご興味のある
方に、役立つ情報が掲載されているガイドブックです。毎年発行していますが、今年度はより
柔らかなデザインで、ボラセンをより身近に知ってもらえるようなコラムを追加しました。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、ぜひご活用ください。

高齢・障がい・病気やケガ等の理由で一時的に車いすが必要な方に、身近な車いすステーションで車
いすを無料で（２週間以内のご利用）貸し出しています。車いすステーションは市内46か所に設置さ
れておりますので、お近くの車いすステーションは QR コードから住所を確認ください。（上記ガイド
ブックにも記載しています。）ご利用の際は、直接各ステーションに在庫を確認の上、借用してください。
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。また、
故障した場合は、速やかにボラセン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
場合がありますので、予めご了 承ください。

国分寺でボランティアをはじめたい方へのガイドブック

46か所目の車いすステーションが開設　

ボランティア保険についてのお知らせ

【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。
※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。
※来所でのご相談を希望される場合は、事前に必ず下記へご予約をお願いいたします。

●来所予約・問い合わせ先
自立生活サポートセンターこくぶんじ　受験生チャレンジ資金担当
TEL ：042-324-8401 ／ FAX：042-324-8722　 
受付日時：月曜日～金曜日　9：00～ 17：00（土日祝日除く）
住所：〒185-0003 国分寺市戸倉 4-14 国分寺市立福祉センター内

中3・高3生の保護者の皆さん

子育
て中のみなさま

塾代、受験料の貸付を無利子で行います

令和 3年度ボランティア保険料について

昨今の状況として、①高齢者の転倒事故、②往復途上の自転車事故等、③夏場の熱中症事故が増えています。（①③については死亡事案も発生し
ています。）ボランティア活動に参加する際は、活動中および往復途上において、十分ご留意いただきますよう、お願いいたします。

ボランティア保険の事故等の状況について

ポイント
1

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）

ポイント
2

ふくし法律相談

市内在住のどなたでも

成年後見制度はどんな時に利用したらいいのか、後見人を誰が選ぶのか、後
見人はどんな仕事をするのか、手続きや費用について、　成年後見制度に関
する相談を、司法書士・社会福祉士がお受けします。

相談日：毎月第 2木曜　12/10、1/14、2/1、3/11　　*2 月のみ第 1木曜
相談時間：13:30 ～ 16:30

成年後見専門相談

申込方法：事前予約、相談日の 2日前に受付締切

手作りマスクを受取った方からのお礼のはがき

貸付資金の内容

詳細はこちら

国分寺市ファミリー・サポート・センター

新規設置場所名：「国分寺市介護老人保健施設　すこやか」　住所：国分寺市泉町 2-3-8　問い合わせ：042-321-3531
貸出可能日時：月曜日～土曜日　8:30～ 17:30
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さまざまな支援・相談のご案内

わが子に高校や大学を受験させたいけれど、経済的に厳しく塾の費用や受験
料が出せないーーそんなご家庭を応援するための貸付金です。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、学習塾・受験料を支援することを目的としています。

申請締切前は大変混みあいます。まずはお早めにご相談ください！
申請締切日：令和 3年１月 25日（月）
※今年度の申請は、原則郵送申請となっております。例年以上に手続きに時間を要しますので、
初回相談は年内にはお済ませくださいませ。

この度の新型コロナウイルス感染拡大を受けて発令された緊急事態宣言の中、「何かしたい！」と思っている人たちが
自粛生活の中でもできるボランティア活動「おうちでできるボランティア」を企画・実施しています。
すでに終了した第 1弾「マスク編」、第 2弾「ポスター編」は、どちらも市内外を問わず多くの方にご協力をいただき、
ありがとうございました。手作りマスクは当会事業の利用者である高齢者や障害のある方へ配布したところ、大変喜ば
れ、たくさんの方からお礼のお電話やお手紙をいただきました。いまだ収束の時期が見えない新型コロナウイルスです
が、このような状況下でも、たくさんの人が誰かのために、と思って行動してくださることがわかったことは大きな収
穫であったと感じています。　
今後も、予想できないことが起こるかもしれませんが、そんな時こそ、ボランティア活動センターこくぶんじ（以下
ボラセン）として出来ることを発信していきたいと思います。　

現在もおうちでできるボランティアは下記の 2つの活動を実施中です。
・第 3弾 「ウエス編」：不要な衣類などを活用した使い捨ての雑巾を募集しています。期限：2020 年 12月 25日（金）
・第4 弾「年賀状編」：コロナ禍で、外出や人に会う機会が減った当センター主催事業の利用者に、新年のメッセージや
元気の出る言葉などをはがきに書いて送ります。期限：2020 年 12 月 10 日（木）
協力したい方や詳細についてはボラセンのホームページをご覧いただくか、お電話（042-300-6363）にてお問い合
わせください。

ボランティア保険料については、長年にわたって据え置いていましたが、消費税増税等による事務経費の増加、高齢社会を反映したボランティ
ア活動者の事故率の上昇等を受けて、『基本コースＡプラン』（現行 300 円）の保険料引き上げ改訂を予定しています。
詳細につきましては、確定次第ホームページなどでご案内いたしますので、ご承知おきください。

子どもの送迎や一時預かりが必要なときに、サポ―トしてもらうこ
とができます。育児のサポートが必要な方（利用会員）とサポート
する方（援助会員）が、それぞれ会員となり地域の中で助け合う仕
組みです。ご利用にあたっては会員の登録が必要になります。

【利用内容】
保育園や学校などへの子どもの送迎や一時的な預かりなどが必要になった
場合に利用いただけます。
・活動時間　午前６時～午後10時まで
・お子さんが病気の時は活動を行いません
【謝礼金】
利用会員から援助会員へお支払いください。
平日の午前８時～午後６時　１時間 800円
上記時間外と土曜日・日曜日・祝日　１時間 900円

さらに、育児の援助をしたい、援助会員も募集しています。
資格、経験、性別を問わず、心身ともに健康な20歳以上の方が援助会員
の対象となります。援助会員講習会を受講すると、会員資格が得られます。
令和 3年 2月に援助会員講習会を開催予定です。

●登録・問い合わせ先
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 
受付日時 : 月曜日～土曜日　9：00～ 17：00（日・祝日除く）
住所：〒185-0003 国分寺市戸倉4-14 国分寺市立福祉センター内

【登録方法】 
市内にお住まいで、生後 57日目から小学校 6年生までの子ども
の保護者が対象となります。会員登録は、センターに来所いた
だく、あるいは来所が困難な方は説明、登録手続きに伺います。
（随時登録可能）

高齢者や障害者とそのご家族の皆さん

福祉サービスの利用に関するトラブル、成年後見制度申立に関する相談、遺
言・相続についてのご相談やトラブル、判断能力が不十分な方の権利侵害・
悪徳商法の被害、その他生活上での法律的な解決が必要な事柄に関しては弁
護士がお受けします。
相談日：毎月第 4木曜  11/26、12/24、1/28、2/25、3/25　
相談時間：13:30 ～ 16:30

相談形式：来所相談、出張相談に対応しております。また新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から今年度は電話での相談にも対応しております。
●申込・問い合わせ先　権利擁護センターこくぶんじ
TEL：042-580-0570　FAX：042-576-7081　E-mail:soudan@ko-shakyo.or.jp　住所：〒185-0032　国分寺市日吉町 3-29-24
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受験生チャレンジ支援貸付のご案内

利用会員になって
育児のサポートを頼もう

おうちでできるボランティア
ご協力のお礼とウエス編、年賀状編のご案内

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や、ボランティアにご興味のある
方に、役立つ情報が掲載されているガイドブックです。毎年発行していますが、今年度はより
柔らかなデザインで、ボラセンをより身近に知ってもらえるようなコラムを追加しました。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、ぜひご活用ください。

高齢・障がい・病気やケガ等の理由で一時的に車いすが必要な方に、身近な車いすステーションで車
いすを無料で（２週間以内のご利用）貸し出しています。車いすステーションは市内46か所に設置さ
れておりますので、お近くの車いすステーションは QR コードから住所を確認ください。（上記ガイド
ブックにも記載しています。）ご利用の際は、直接各ステーションに在庫を確認の上、借用してください。
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。また、
故障した場合は、速やかにボラセン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
場合がありますので、予めご了 承ください。

国分寺でボランティアをはじめたい方へのガイドブック

46か所目の車いすステーションが開設　

ボランティア保険についてのお知らせ

【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。
※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。
※来所でのご相談を希望される場合は、事前に必ず下記へご予約をお願いいたします。

●来所予約・問い合わせ先
自立生活サポートセンターこくぶんじ　受験生チャレンジ資金担当
TEL ：042-324-8401 ／ FAX：042-324-8722　 
受付日時：月曜日～金曜日　9：00～ 17：00（土日祝日除く）
住所：〒185-0003 国分寺市戸倉 4-14 国分寺市立福祉センター内

中3・高3生の保護者の皆さん

子育
て中のみなさま

塾代、受験料の貸付を無利子で行います

令和 3年度ボランティア保険料について

昨今の状況として、①高齢者の転倒事故、②往復途上の自転車事故等、③夏場の熱中症事故が増えています。（①③については死亡事案も発生し
ています。）ボランティア活動に参加する際は、活動中および往復途上において、十分ご留意いただきますよう、お願いいたします。

ボランティア保険の事故等の状況について

ポイント
1

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）

ポイント
2

ふくし法律相談

市内在住のどなたでも

成年後見制度はどんな時に利用したらいいのか、後見人を誰が選ぶのか、後
見人はどんな仕事をするのか、手続きや費用について、　成年後見制度に関
する相談を、司法書士・社会福祉士がお受けします。

相談日：毎月第 2木曜　12/10、1/14、2/1、3/11　　*2 月のみ第 1木曜
相談時間：13:30 ～ 16:30

成年後見専門相談

申込方法：事前予約、相談日の 2日前に受付締切

手作りマスクを受取った方からのお礼のはがき

貸付資金の内容

詳細はこちら

国分寺市ファミリー・サポート・センター

新規設置場所名：「国分寺市介護老人保健施設　すこやか」　住所：国分寺市泉町 2-3-8　問い合わせ：042-321-3531
貸出可能日時：月曜日～土曜日　8:30～ 17:30



「日常生活に溶け込んだ防災意識」
国分寺立第一中学校

東恋ヶ窪地域に特化した地図・
普段の時の地図と緊急時の

地図の比較

「君の危険性を食べたい。
I want to eat your risk」
国分寺立第三中学校

外国人向けのマップ（国立駅）

「中学生が考える小中学生のためのマップ」
国分寺立第二中学校
七小、二中生から
アンケートをとる・
避難所で使えるように
マップに一工夫

「火災時の避難マップ」
早稲田実業学校中等部
～大きな地震の後に

起きる火災からいかに身を守るか～

「知っておこう！台風時の危険」
国分寺立第四中学校　

意外と知らない四小・四中周辺の
危険な場所

●総務係
TEL：042-324-8311（代表） ／ FAX：042-324-8722
 E-mail: info@ko-shakyo.or.jp

 〒185-0003 国分寺市戸倉 4-14 国分寺市立福祉センター内
●自立生活サポートセンターこくぶんじ
TEL： 042-324-8401 ／ FAX： 042-324-8722
〒185-0003 国分寺市戸倉 4-14 国分寺市立福祉センター内

●ボランティア活動センターこくぶんじ
TEL：042-300-6363 ／ FAX：042-300-6365
 E-mail: 
ボランティア活動センター  center@ko-shakyo.or.jp
地域福祉コーディネーター  chiiki@ko-shakyo.or.jp
 〒185-0022  国分寺市東元町 3-17-2

社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

マスコット
キャラクター「ふくすけ」

●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
 〒185-0003 国分寺市戸倉 4-14 国分寺市立福祉センター内
●権利擁護センターこくぶんじ　
TEL：042-580-0570 ／ FAX：042-576-7081
 E-mail: soudan@ko-shakyo.or.jp

 〒185-0032　国分寺市日吉町 3-29-24 

市内中学生の作成した防災マップを小冊子に
令和元年度「国分寺の未来を考えるシンポジウム」成果発表を小冊子として作成することが決定しました。

『国分寺の未来を考えるシンポジウム』
～できることを再発見！木原さんとこれからの可能性を語ろう～（仮）

N0,225

ボランティア活動センター  こくぶんじだより
KOKUBUN J I  VOLUNTARY  ACT ION  C ENT ER  N EWS

C O U N C I L  O F  S O C I A L  W E L F A R E  K O K U B U N J I

『災害時に役立つ防災マップづくりプロジェクト』に参加した市内中学校の生
徒が約半年間をかけて『防災・災害』や地域について研究し完成させた「防
災マップ」。各校ごとに特徴があり中学生ならではの発想が盛り込まれた力作
ばかりでしたが、その成果を発表する機会がコロナ禍でなくなりました。そ

こくぶんじ ボラセン

こでこの防災マップの成果を少しでも多くの地域の方に見ていただきたいと
思い、小冊子を作成することになりました。来年２月末に完成予定です。各
生徒の思いや、マップづくりでこだわったことなども盛り込んだ冊子にと、
準備を進めているところです。どうぞお楽しみに。

● 運営委員会の会議をオンラインで開始
新型コロナウィルスの感染拡大の影響で、昨年度の「国分寺の未来を考える
シンポジウム」（令和２年３月３日開催予定）が中止となってから、運営委員
会の開催も見送っておりました。今年度に入ってからオンラインを活用し６
月より会議を再開いたしました。始めは事務局も慣れずにあたふたしました
が、おかげさまで 10月までに毎月開催
し、オンラインとＶＣ会議室と併用し
て開催するところまでできるようなり
ました。オンライン会議では委員の皆
さんとの話し合いも充実し、今年度は
下記の２事業をメインに進めていくこ
とが決定しました。

● 第４期運営委員メンバーのご紹介
ボランティア活動センターこくぶんじの運営委員会も第４期を迎えました。今
回、令和２年４月１日から二年間の任期で委嘱した18名の委員をご紹介します。

「日常生活で使える防災マップ」
国分寺立第五中学校
街歩き、ペットに

ついてのアンケート、学校内の
情報について聞き取り

運営委員会ニュース

開催日：令和３年３月７日（日）　　メイン会場：cocobunji プラザリオンホール

枝見 太朗 一般財団法人　富士福祉事業団

龍神 瑞穂 NPO法人 まちづくりサポート国分寺

本多 勇 国分寺社会福祉士会

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

佐藤 留美 NPO法人 NPO birth

八橋 宏 社会福祉法人ななえの里

川名 珠恵 東京経済大学ボランティアサークル「Clover」

前田 萌花 東京経済大学ボランティアサークル「Clover」

吉原 麻衣 東京経済大学ボランティアサークル「Clover」

氏名 所属
篠原 のぞみ 武蔵野美術大学 視覚伝達デザイン学科

高野 善弘 多摩信用金庫　国分寺支店

安東 周二郎 国分寺青年会議所
大山 純子 一般財団法人　国分寺市健康福祉サービス協会

齋藤 弘典 訪問介護　ことり

杉田 直木 イエノウエノカフェ

小島 広子 国分寺市 市民生活部 協働コミュニティ課

熊谷 紀良 東京ボランティア・市民活動センター

飯沼 克美 社会福祉法人　国分寺市社会福祉協議会      

氏名 所属
〔順不同：敬称略〕

※東京経済大学ボランティアサークル「Clover」は、3名が輪番制で参加。

今回のシンポジウムは、コロナ禍で皆さんが再挑戦・再発見したことの発表や、これからの国分寺にどんな可能性があるかにスポットを
当て、特別ゲストの木原実さん（気象予報士・防災士・お天気キャスター）と一緒に国分寺の未来を語れたら…と、ただいま絶賛企画中！
詳しいことは、決定次第、ホームページやチラシ等でお知らせします。

イベント開催のご案内
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