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老人クラブに参加して一緒に活動しませんか？

健康スポーツや趣味、演芸、ボランティア
などの活動を通して、

仲間と一緒に日々の生活をより豊かに
過ごしませんか。

～老人クラブで
は様々な活動を行っています～

【問合せ】日曜・祝日を除く午前８時30分～午後５時15分
福生市 老人クラブ連合会 事務局 ☎５５２－２１２１

●健康つくり活動

屋外・屋内販売
活動体験・展示

アトラクション

福 祉 体 験

●友愛・奉仕活動

●趣味・いきがい活動

・輪投げ
・ペタンク
・グラウンドゴルフ
・春・秋スポーツ大会
・ボッチャ
・運動会(社協主催)など

・アイマスク体験
・点字体験
・手話体験
・車椅子体験

・オカリナ
・吹奏楽
・ウクレレ
・三線（サンシン）
・舞踊（日舞、
　琉球舞踊他）

・フラダンス
・手話ダンス
・マジック、
　腹話術
・おはなし
・カラオケ

・ポップコーン
・フランクフルト
・からあげ
・豚汁
・沖縄料理
・くじ引き

・クッキー
・パン、菓子
・手作り雑貨
・日用雑貨
・陶芸品

・生け花
・陶芸作品
・フードドライブ
・工作
・太極拳
・各団体活動紹介

・友愛見守り活動
・社会奉仕活動
・防犯活動
・交通安全運動の協力 など

・芸能大会
・親睦旅行
・手づくり品講習会
・世代間交流 など

福生市老人クラブ連合会
現在 23クラブ ／ 会員数 1,576名(R4．4時点)

ふくふくまつり2022
２０２２年１０月２日（日）
福生市福祉センター
午前９:３０～午後３:３０

沢山のアトラクションと
色々な体験ができます 「ふくふくまつり」は平成30年に

「福祉まつり」と「ガーデンパー
ティー」を合体して、地域福祉へ
の理解と推進、交流と新しい繋が
りを広げる事を目的としています。

※新型コロナウイルス感染症の状況により、中止又は内容を変更する場合があります。

ふっさボランティア・市民活動センター　☎ ５５２－２１２２
  主催：ふくふくまつり実行委員会　後援：福生市・福生市教育委員会・福生市社会福祉協議会
問 合 せ

朝ごはん手話 開催中止となります

新型コロナウイルス感染状況を鑑み



配食ボランティア、運転ボランティアを募集しています！ 問合せ 552・2121 施設サービス係まで（土曜・日曜・祝日を除く午前8時30分～午後5時15分)

※広告に関するお問い合わせは、総合広告代理店フレックス株式会社　☎ 042－528－3722

　子育て支援の有償ボランティアです。保育施設、習い事などの送迎や保護者の外出時の預かりを依頼で
きます。生後57日から小学６年生までの預かりが可能です。なお、利用料は700円～900円かかります。
　【子育ての手助けをしてほしい方】【子育ての手助けができる方】を募集しています。
【支援内容】
★保育施設への送迎、その前後の預かり★学童保育・学校の送迎、その前後の預かり
★保護者の美容院、買い物などリフレッシュしたい時の預かり★習い事などの送迎など
【相談窓口・問合せ】
＊事前説明は、随時センター
にて行っております。お気軽
にお問合せ下さい。(土・日・
祝日を除く午前８時30分から
午後５時15分の間）
福生市ファミリー・サポート・
センター  ☎５１０－０９０４

HP・Twitter・Facebook
にも情報を掲載しています。

「福生市ファミリー・サポート・センター」のご案内

「スマートフォン入門講座 ～基本操作とカメラの活用～｣
スマートフォンの、基本操作を講義形式で学びます。
スマートフォンの購入を検討している方、持っているけどどのようなことができるかを知りたい方、ぜひご参加ください。また、実践と
してスマートフォンのカメラ機能を使い、カメラの撮り方、活用方法もお教えします。

【日　時】10月５日(水)　午後２時～４時
【場　所】福祉センター ２階 学習集会室
【対　象】市内在住 60歳以上の方
【定　員】12名（先着）
【費　用】無料

【持ち物】お持ちのスマートフォン（お持ちでない方はこちらで貸し出します)、筆記用具
【講　師】スマホアカデミー　講師
【申込み】９月22日(木)から（日曜・祝日を除く午前８時30分～午後５時15分まで）
【問合せ】施設サービス課 施設サービス係　☎５５２－２１２１
　　　　　※感染状況により、中止または延期となる場合がございます。予め、ご了承ください。

ひとりで悩まず、まず相談を

事 　 業 　 名 内　　　　　　　　　容 対　　　　　象 実 施 日 時　間 場所 受付開始日

心 の 相 談 対人関係・思春期・高齢期・子育てなどの心の問題や
病気について、精神科医が相談に応じます。

心の問題や病気を抱えてい
る市民とその家族など 11月24日(木) 13:00～14:30 福

祉
セ
ン
タ
ー  

１
階  

相
談
室

10月18日(火)

成年後見制度相談 成年後見制度を利用したいが、どうしたらよいかわから
ないときなどに、司法書士が相談に応じます。

高齢者・障害者やその家族
など 11月10日(木)

14:00～16:00

10月４日(火)

身 近 な 法 律 相 談
高齢者・障害者の皆さんの遺産相続・財産管理・遺言書
作成・人権擁護・成年後見などについて、弁護士が相
談に応じます。

高齢者・障害者やその家族
など 10月19日(水) ９月26日(月)

心 配 ご と 相 談 日常生活上の様々な悩みごとについて民生委員・児童
委員が相談に応じます。 市民

10月12日(水)
13:00～15:00 申込不要

11月９日(水)

成年後見センター福生　☎５５２-５０２７（土曜日・日曜日・祝日を除く）問合せ及び申込先

第45回高齢者スポーツ
大会中止のお知らせ
　10月27日(木)に予定しており

ました高齢者スポーツ大会は、

新型コロナウィルス感染状況を

鑑みて、中止とさせていただき

ました。

　御協力いただきま

した皆様には、感謝

申し上げます。

提供会員講習会日程
日　程 時　　　間 内　　　　　　　容

11月15日
（火）

午前９時30分～10時 ⑨養育家庭（ほっとファミリー）について
午前10時～正午 ④一時保育者として子どもとの関わり合いについて
午後１時～４時 ⑦子どもの事故防止と応急手当について

11月17日
（木）

午前10時～正午 ⑥預かること、預けること、預けられることについて
午後１時～３時 ⑤障がいのある子どもの理解について
午後３時～３時30分 ①提供会員による体験談など

11月22日
（火）

午前10時～正午 ②子どもの心の発達とその問題について
午後１時～３時 ③子どもの健康と日常のお世話、遊びについて
午後３時～４時 ⑧援助活動を始めるにあたって（登録）

老人福祉センター 教養講座



※本紙に掲載している講座・イベント等については、新型コロナウイルスの感染状況によって、延期または中止となる場合がありますので予めご了承ください。

私たちは福生市の地域福祉の推進を応援しています

　福生災害ボランティアチェンソー隊では、台風や地震時に被害の
要因になりそうな傾倒木を伐木し、堤内地へもちだす作業や、木育
体験など様々な体験学習を実施しています。
　今回は、その伐木を薪の材料として配布します。薪ストーブやバ
ーべキューなどに利用できます。※薪になっていません。薪も少々
配布（有料）します。木はハリエンジュ（ニセアカシア）です。そ
の他、薪割り体験、のこぎりを利用した輪切り
体験、ドングリクラフト（材料代等100円）も
体験できます。
【日　時】10月９日（日）午前10時～正午
【場　所】福祉センター　駐車場　※雨天中止
【申込み】不要

　福祉センターでは、大正琴「扇靖流福生支部」の皆さんによるロビーでの演
奏会を９月から第２木曜日に開催しています。
　大正琴の素敵な音色に元気をもらいませんか！
【日　時】
　①10月13日(木）　出演（ドリーム・ミー）
　②11月10日(木）　出演（つくしんぼう）
　③12月８日(木）　出演（扇靖流　講師）
　※時間はいずれも午後０時05分から０時45分
【場　所】福祉センター「喫茶たんぽぽ」の前に直接お越しください。

　ふっさボランティア・市民活動センターでは、切手（使用
済み・未使用・外国切手等）を集めています。また、皆さん
からいただいた切手は福祉施設へ寄贈するため、封筒からの
切り取りや国内・国外・未使用に分けるなどの作業が必要で
切手整理ボランティアさんが活動しています。
　引き続き、切手収集のご協力よろしくお願いいたします。
【集めている場所】
　・福祉センター内　事務所カウンター
　・輝き市民サポートセンター内　カウンター

◆市民活動トーク
　「楽しいから始まる社会貢献　学ぼうレクリエーション」

　多様な社会生活の中において、より豊かな生きがいを求め、人生を送るた
めに生涯学習が求められています。本講座では、単に学ぶだけではなく、地
域社会の活性化や高齢者の社会参加、子どもの健全育成など社会全体にとっ
て有意義なテーマを学び、市民活動の広がりを目指します。

【日　時】10月22日(土）午後２時～午後４時
【場　所】輝き市民サポートセンター（プチギャラリー４階）
【対　象】市民活動をしている方、または市民活動に関心のある方
【定　員】先着15名
【講　師】塩

しおざわ

澤　迪
み ち お

夫 氏（特定非営利活動法人八王子市レクリエーション協会 会長）
【申込み】10月４日(火）午前10時～輝き市民サポートセンター
　　　　　窓口・電話・ファクスへ
◆市民活動サロン「SSS®福生」

　心も身体も元気な人を増やすことを目的とし、市民の
健康を後押ししています。活動に触れてみませんか？

【日　時】９月24日(土）午後２時～４時　※申込み不要。時間内出入り自由。
【場　所】輝き市民サポートセンター（プチギャラリー４階）

　問合せ　輝き市民サポートセンター
　　　　　☎・FAX 551－0166（月曜休館　午前10時～午後10時）

　９月は「世界アルツハイマー月間｣、９月21日は「世界アルツハイ
マーデー」です。この機会に認知症を正しく理解し、認知症の人やそ
の家族を地域全体で支えていきましょう。
　認知症は、何らかの原因で脳の働きが悪くなってしまうことで様々
な障害が起こり、日常生活において支障が出ている状態を指します。
加齢によるもの忘れとは異なり、もの忘れの自覚がないことが多く、
判断力の低下などの症状が見られます。
　しかし、症状が軽いうちに認知症であることに気付き、適切な治療
や支援を受けることで、症状の改善や認知症の進行を遅らせることに
つながります。｢認知症かな？」と思われる症状に気付いたら、かか
りつけ医や地域包括支援センターに相談してみましょう。
　認知症は誰もがかかる可能性がある身近な病気です。認知症を正し
く理解し、本人やその家族を地域全体で支えていきましょう。

（福生市地域包括支援センター 熊川）

薪となる木を配布します！

「ミニ演奏会」のお知らせ

切手を集めています！

輝き市民サポートセンターからのお知らせ

認知症になっても安心して暮らせる社会を
～忘れても あなたはあなたの ままでいい～

【問合せ】施設サービス課 施設サービス係　☎５５２－２１２１

捨てずに集めて
支援につなげよう！

チャリティイベントより

TEL：５５２－２１２２ (土日・祝日を除く午前８時30分～午後５時15分)　FAX：５５３－７５３２
mail：fvac@fussashakyo.or.jp　　HP：https://fussashakyo.or.jp/fvac/

ふっさボランティア・市民活動センター mail HP



再生紙を使用しています

市民の皆様をはじめとする個人・団体・企業様からの寄附金は、様々な地域福祉活動を充実させて
いくために使用させていただきます。【問合せ】総合運営課 企画財政係まで。寄附のご協力をお願いします／

～一緒に働きませんか～  社会福祉協議会の職員募集　≪応募・お問い合わせは総合運営課 総務係まで≫
職 　　　　種 応 募 資 格 勤務体制 勤務日・勤務時間 賃　　　金

調　理　師 要調理師免許

シフト制

月曜日から土曜日までの午前
８時30分から午後４時30分の
週４日程度

時給１，４５０円

【選考方法】　書類選考の上、面接試験を実施します。
【採用人数】　全ての職種で、若干名。
【採用予定日】　随時（応相談）
【申込み方法】　電話連絡の上、履歴書（Ａ４版・写真貼付）

に希望の職種を記載の上、資格証明書等の写しを社会福
祉協議会へ、持参もしくは郵送で提出して下さい。

【問合せ・申込み先】
土・日・祝日を除く、午前８時30分～午後５時15分の間
総務係　☎５５２－２１２１
〒197-0004 福生市南田園2-13-1　福祉センター内

高齢者・障害者デイサー
ビス（送迎ワゴン車輛の
運転）

普通運転免許

月曜日から土曜日までの午前
８時30分～11時00分と、午後
２時00分～４時40分の間の各
２時間（計４時間程度）の週
３日程度

時給１，０５０円

寄付のお礼

期間：令和４年７月１日～令和４年８月31日
敬称略・順不同

　この寄付金は、地域福祉活動など社会福祉協議会の
事業に使用させていただきます。今後とも地域福祉発展
のためご支援、ご協力をお願い申し上げます。

　次の方々より心温まるご寄付をいただき
ましたので、ここにお礼を申し上げるとと
もにご紹介いたします。

　福生社協では、｢誰もが安心して暮らせる、思い
やりのある福祉のまちづくり」を目指して活動を
行っています。会員の募集は、年間を通じて行っ
ていますので、皆様のあたたかいご協力をお願い
いたします。

種　　　類 会　　　費 (年額)

個　人　会　員
普通会員 　　 ５００円 以上
賛助会員 　１,０００円 以上
特別会員 　３,０００円 以上

法人(団体)会員 １口 　　　５,０００円(年額)

※福生社協の会員会費は税制優遇の対象となります。
【問合せ】総合運営課 企画財政係 ☎５５２－２１２１
(土・日・祝日を除く午前８時30分〜午後５時15分)

社会福祉協議会 会員募集中！！
★社協会員の種類★

福祉センター
「喫茶たんぽぽ」よりお知らせ

みなさまのご利用をお待ちしております

喫茶たんぽぽでは、８月から飲み物とお食事のセットメニュー、カレーやパスタの新メニューで
お待ちしております。
また、市内の障害者施設（れんげ園・麦わら帽子）の手作りクッキー等も販売しております。
※９月は麦わら帽子・10月はれんげ園

◉営業時間　月曜日～金曜日（土・日・祝日は休み）午前10時～午後３時（ラストオーダーは午後２時40分)

　震災時や風水害などの災害発生時には、被災地内外から支援に駆けつけるボランティアの力が被災地の復旧・復興のためには欠か
せない大きな力となっています。
　その際に被災者の困りごとに対し、ボランティアの力を借りて、生活再建に向けた福祉支援活動を円滑に行うための機関が「災害
ボランティアセンター」です。
　福生市では常設はされていませんが、多摩地域に震度５以上の地震が起きたとき、福生市災害対策本部が設置されたとき等に設置
され、活動を開始します。

★「福生市では、どこに設置されるの？」 ★平常時の活動について

福生市福祉センターに設置しますが、セン
ターが避難場所等に利用される場合や災害
の状況等によって使用できない場合には、
市災害対策本部と協議し、別の場所に活動
拠点を確保します。

「令和４年度  災害ボランティアセンター設置訓練」
は10月16日(日)  午前９時～正午

福祉センターで行う予定です。

福生市社会福祉協議会の組織の中にある「ふっさボラン
ティア・市民活動センター」では、通常のボランティ
ア・市民活動に関する支援と共に、災害まちあるき訓練
講座など災害に備えていただく為の講座や、災害に対す
る普及啓発を行っています。

【問合せ】	 ふっさボランティア・市民活動センター
	 ☎５５２－２1２２（土日・祝日を除く
	 午前８時30分～午後５時15分）
	 メール：fvac@fussashakyo.or.jp

「災害ボランティアセンター」とは？

災害ボランティア養成講座	開催中！詳しくはＨＰをご確認下さい。

ＨＰ

◇一般寄付
　大正琴扇靖流福生支部 ５７,４８２円
　昭和31年卒・三小合同クラス会 １３,２４５円
　福生シニア囲碁愛好会 １０,０００円
　ＳＳ将棋愛好会 １０,０００円
　大正琴扇靖流家元 岩佐扇靖 １００,０００円
　坂本洋子 ５０,０００円
　西村力一 １,０００円

◇FVAC指定寄付
　手話サークル　福手の会 ３,０００円
　匿名 １,０００円

◇地域応援型自動販売機寄付
　日本調剤㈱加美薬局 ３,２１３円
　NPO法人ヒューマンケア １,６５９円
　学校法人　明進学園 １,６１７円
　㈱フジライフ ６６７円


