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2022年7月20日 No.140号

主　催：福生市民福祉チャリティーゴルフ大会実行委員会
申込み・問合せ：福生市民福祉チャリティーゴルフ大会事務局　福生市社会福祉協議会 施設サービス係 ☎ 552-2121

参加者大募集！

会　　　場　立川国際カントリー倶楽部
参　加　費　2,000円

※今回表彰式及びパーティ―はございません。
※昼食代は含みません。

定　　　員　252名
申込み期間　８月２日(火)～９月13日(火)までの（土・日・祝日を除く)

午前８時30分から午後５時15分
申込み方法　参加申込書を記入の上、参加費を添えて福生市社会福祉協議会へ。
募集案内・　福祉センター受付に置いてあります。
参加申込書　社会福祉協議会ホームページ https://fussashakyo.or.jpから募集案内・

参加申込書のダウンロードと予約状況の確認ができます。

開催日  令和４年10月4日(火)　<雨天決行>

　｢市民が共に支え合い、安心して暮らせるまちづくり」を推進している社会福祉協議会
への福祉車両購入資金の寄与を目的として、チャリティーゴルフ大会を開催いたします。
　多くの方々のご参加をお待ちしております。

◎ご協賛いただける企業、団体、個人を募集しています！
　地域の方々、各事業所、商店の皆様に、この大会への協賛品や協賛金のご協力をお願いして
おります。ご協賛いただける方は、チャリティーゴルフ大会事務局までご連絡ください。

第24回 福生市民福祉

草花コース
※セルフプレー
消費税・利用税込

奥多摩コース
※セルフプレー
消費税・利用税込

奥多摩コース
※キャディー付
消費税・利用税込

会　員 8,250円 8,250円 11,550円
友の会会員 16,500円 12,100円 14,300円

ゲスト 16,500円 14,850円 16,500円
３バッグ時 １人  550円 １人 550円 １人 1,650円

プ レ ー 費

※70歳以上の利用税の免税有
 （免許証等証明書要)

チャ
リティーゴルフ大会

　新型コロナウイルスの感染状況によって、中止となる場合がありますので予めご了承ください。 収益金により購入された福祉車両



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】
＊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
｢滑り止めシートでマット作り講座｣

　100円均一で売っている滑り止めマットと毛糸を使います。様々
な用途で使っていただけるカラフルなマットを作ってみませんか♪
※サイズ：縦約48㎝・横約50㎝
写真とは色・デザインが異なる場合がございます。

【日　時】８月25日(木）・９月１日(木）
午後２時～４時（全２回）

【場　所】福祉センター
【対　象】市内在住の60歳以上の方
【定　員】10人（先着順）
【参加費】６００円
【持ち物】小ハサミ、筆記用具
【申込み】７月22日(金）から（日曜・祝日を除く午前８時30分～午後

５時15分）施設サービス課 施設サービス係 ☎５５２-２１２１

「からだ整え体操｣(第２期) 「ロコモームエクササイズ教室(第２期)」
運動機能を高めて運動機能低下を予防する運動です。(立位・マット運動）
※椅子を使った体操ではありません。
【日　時】９月９日～11月18日の毎週金曜日（全10回）(※祝日を除く）

午前10時25分～午前11時25分
【場　所】福祉センター ２階 理学療法室
【対　象】市内在住の60歳以上の方で全日参加可能な方。また、よく体を動かす

ので、運動制限のない方。
【定　員】20名（定員を超えた場合抽選。尚、第１期に参加されていない方が優

先となります。）
【持ち物】動きやすい靴、服装、タオルか手ぬぐい、水分補給
【講　師】フィットネスインストラクター
【申込み】※往復はがきのみの受付です。８月17日(水）消印有効

〈往信の表面〉〒197-0004福生市南田園２-13-１福生市社会福祉協議会
「ロコモームエクササイズ教室」申込み宛

〈往信の裏面〉住所・氏名・電話番号・年齢・性別
〈返信の表面〉あなたの住所・氏名　〈返信の裏面〉無記入

マットをメインに使い、筋肉のコンディショニングを行います。
【日　時】９月５日～11月21日の毎週月曜日（全10回）(※祝日を除く）

午後２時～３時
【場　所】福祉センター ２階 理学療法室
【対　象】①市内在住の60歳以上の方で全日参加可能な方、②歩行に問

題なく、30分程度立っていられる方
【定　員】20名（定員を超えた場合は抽選。尚、第１期に参加されてい

ない方が優先となります。）
【講　師】佐藤イク子 氏（健康運動指導士）
【持ち物】動きやすい靴・服装、タオルか手ぬぐい、水分補給
【申込み】※往復はがきのみの受付です。８月15日(月）消印有効

〈往信の表面〉〒197-0004福生市南田園２-13-１
福生市社会福祉協議会「からだ整え体操申込み」宛

〈往信の裏面〉住所・氏名・生年月日・電話番号
〈返信の表面〉あなたの住所・氏名
〈返信の裏面〉無記入

令和４年度「かんたん健康体操教室(月)(火)｣(後期)
【期　間】後期10月～３月（６か月間）
　≲月曜日コース≳……… 令和４年10月３日～令和５年３月27日の毎週月曜日（祝日を除く。）
　≲火曜日コース≳……… 令和４年10月４日～令和５年３月28日の毎週火曜日（祝日を除く。）※１月10日(火）は休み
【時　間】２部制　≲１部≳ 午前９時15分～10時00分
　　　　　　　　　≲２部≳ 午前10時30分～11時30分
【場　所】福祉センター ２階学習集会室
【参加費】１回　150円　※毎回集金します。
【対　象】原則、①市内在住の60歳以上の方　②歩行に問題のない方
【申込み】※往復はがきのみの受付です。８月30日(火）消印有効

〈往信の表面〉〒197-0004福生市南田園２-13-１福生市社会福祉協議会「かんたん健康体操教室申込み」宛
〈往信の裏面〉住所・氏名 (ふりがな）・生年月日・電話番号・希望曜日コース・希望時間  １部 or ２部（未記入の場合は、こちらで振り分けます）
〈返信の表面〉あなたの住所・氏名　　〈返信の裏面〉無記入

高齢者の初心者向け体操教室です。

老人福祉センター 教養講座
※感染状況によっては延期または中止となる場合もありますので、予めご了承ください。【問合せ】施設サービス課 施設サービス係 ☎５５２-２１２１

【定　員】(月）(火）ともに各部35名ずつ １日70名
(定員を超えた場合抽選。なお、前期に参加されていない方が
優先となります。落選した場合、キャンセル待ちとなります。）

【講　師】佐藤イク子 氏（健康運動指導士）
【持ち物】動きやすい靴・服装、タオルか手ぬぐい、水分補給



※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

輝き市民サポートセンターからのお知らせ

◆デジタルボランティア養成講座
　地域の中において、主に高齢者対象でスマートフォンの使い方や基本知識
をレクチャーするお手伝いをしていただくボランティアの養成を目的としま
す。※スマートフォンの使い方についてお教えする講座ではありません。
　【日時】①｢デジタルボランティア」とは？ スマートフォンの基本操作の確認

　８月22日(月）　午後２時～４時
②伝える力・環境づくり
　８月23日(火）　午後２時～４時
③個人情報の取り扱いについて、レクチャー実践体験
　８月24日(水）　午前10時～午後３時

※③は午後１時よりスマホの使い方を教わりたい方を対象に、実
際にご対応いただく予定です。(昼食休憩は正午から１時間程度、
各自で取っていただきます。）

【場所】福祉センター　２階学習集会室（全日共通）
【講師】株式会社アミュー
【対象】市内在住・在勤・在学の方でデジタルボランティアに関心があり、

スマートフォンの基礎知識がある方（18歳以上）
【定員】先着20名（①～③連続講座）
【申込み】８月１日(月）よりふっさボランティア・市民活動センターの電話

・ファクス・メール・窓口にて受付開始。

　点字は、視覚に障がいのある人たちが指先で触って読む「文字」です。点字
ボランティアはその「点字」を使って様々な情報をお届けする活動です。
　講座を通して点字の基本について知り、点字技術の習得と、
視覚障がいの方への理解を深めてみませんか。
【日時】９月20日～12月６日まで毎週火曜日（全11回、

11月29日を除く）の午後２時～４時
【場所】福祉センター  地下研修室
【参加費】1,300円（参加費・テキスト・資料代）
【対象】市内在住・在勤・在学の方で点訳ボランティア活動に関心のある方
【定員】10名（先着）
【申込み】８月８日(月）～９月９日(金）の間にふっさ・ボランティア市民活動

センターの電話・ファックス・メール・窓口にて受付。
　主催／福生市社会福祉協議会　ふっさボランティア・市民活動センター
運営／点字サークルほたる

　５月１日(日）に開催した「チャリティーイベント ～みんなでつながろう～」
においての寄付金額をご報告させていただきます。
　　　寄付金額：171,361円　※最終報告
　この寄付金は、今後市民活動支援・ボランティア活動助成等、様々な支援に活用
させていただく予定です。
皆さまのご理解ご協力、誠にありがとうございました。

チャリティーイベント実行委員会一同

◆災害ボランティア養成講座
　平時から災害ボランティアに特化したボランティアの養成、登録制度の構築を目的
とし、段階的に学びを深めていきながら災害ボランティアの知識習得、地域に根付い
た防災対策を目指します。
【日時】①「住んでいるまちを知ろう」

　９月17日(土）　午前10時～正午
②「災害ボランティアとは？」
　10月８日(土）　午前10時～正午
③災害ボランティアセンター設置運営訓練へ参加
　10月16日(日）　午前９時～正午

【場所】①福祉センター　２階理学療法室
②福祉センター　２階学習集会室
③福祉センター

【講師】①地域の方をお招きする予定です。
②加納　佑一氏（東京ボランティア・市民活動センター）

【対象】市内在住・在勤・在学の方で災害ボランティアに関心のある方（高校生以上）
【定員】先着20名（①～③連続講座）
【申込み】８月29日(月）よりふっさボランティア・市民活動センターの電話・ファク

ス・メール・窓口にて受付開始。
★「デジタルボランティア｣「災害ボランティア」どちらも講座終了後、本センターへのボラ

ンティア登録を推奨します。

◆「輝き市民サポートセンター活動紹介」のご案内
　本センター登録団体の日頃の活動や成果をパネル等の展示で紹介します。皆
さまに見ていただき、市民活動の更なる広がり、きっかけづくりを目指します。
　コロナ対策に留意し、感染防止に努めてまいりますので、皆さまのご来場を
お待ちしております。是非お立ち寄りください。
【日時】８月27日(土）、28日(日）　午前10時～午後４時　※申込み不要。
【場所】プチギャラリー（JR青梅線福生駅隣接） 　　　　 時間内出入り自由。

◆市民活動サロンのご案内
・福生古文書研究会
　福生にのこる古文書にふれながら、その時代の歴史を理解し「くずし文字」
の読み解き方を学びます。
【日時】７月24日(日）・８月28日(日）・９月25日(日）　午後２時～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）
【定員】先着20名
【申込み】受付中。福生古文書研究会　日野さよ子
　　　　　090-1884-8932（午前10時～午後７時）へ。
・花柳千衛里会
「福が生まれるまち」で日本文化（日本舞踊・歳時記）に触れてみませんか。
【日時】９月４日(日）　午後１時～３時
【場所】茶室　福庵　　【定員】先着20名
【申込み】８月４日(木）より花柳千衛里会　042-552-1398

hana.chierikai@gmail.comへ。
　問合せ　輝き市民サポートセンター

電話：042-551-0166（月曜休館　午前10時～午後10時）

ふっさボランティア 市民活動センター

TEL：042-552-2122 (土日・祝日を除く午前８時30分～午後５時15分)　FAX：042-553-7532
mail：fvac@fussashakyo.or.jp　　HP：https://fussashakyo.or.jp/fvac/

【問合せ】ふっさボランティア・市民活動センター mail HP

参加費
無料

参加費無料

※感染症の状況により、中止または内容が変更となる場合があります。ご了承ください。



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

高齢者・障害者デイサー
ビス（指導員補助）

ヘルパー２級等の資
格を有すれば尚可

シフト制

月曜日から土曜日までの午前
９時～午後４時の週３日程度

時給１，１３０円
(採用から３ヶ月
間は１，０５０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　電話：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（大型
自動車免許、または
中型自動車免許を有
する方は尚可）

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

ほっとサービスの協力会員募集中！
①ほっとサービスとは

市民のみなさんの参加と協力により、おおむね65歳以上の高齢者や身体の不自由
な方などが日常生活でお困りの時に手助けをさせていただく住民同士の助け合い
の活動です。
②サービス内容

掃除・整理整頓・洗濯・買物・食事の支度・調剤薬の受取・話し相手・外出や通院の
付添など
※介護などの支援ではなく、一般的な日常生活における手助けをさせて頂くサー
ビスです。お気軽にお問い合わせ下さい。
③応募要件

18歳以上の健康でこのサービスの趣旨に賛同し、熱意をもって協力して頂ける方
　謝礼金　　１時間700円
※現在、30～80歳代の幅広い年代の協力会員、30名程が活躍しています。
【問合せ】　(土・日・祝日を除く午前８時30分～午後５時15分の間）
　施設サービス課　施設サービス係　☎ 510 - 0 9 0 4

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 ９月22日(木） 13:00～14:30 福

祉
セ
ン
タ
ー  

１
階  

相
談
室

８月22日(月）

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 ９月８日(木）

14:00～16:00

８月８日(月）

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 ８月17日(水） ７月25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

８月10日(水）
13:00～15:00 申込不要

９月14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

オレンジ
カフェ

くまがわ

～同じ悩みを語り合いましょう～

【日時】令和４年８月16日(火）　午後１時30分～午後３時
【場所】福祉センター２階　理学療法室
【定員】10人 程度　　【費用】１人 １００円
【問合せ・申込み】 福生市地域包括支援センター 熊川に８月12日(金）

午後５時までにお電話下さい。☎５１０-２９４５
　　　　　　　地域包括支援センター熊川　青木・笠原

　認知症等の「当事者の方｣「その方の家族｣「支援して
いる方」等が、認知症等について相談したり日頃の悩みを
語り合いながら、交流を深めることができるカフェです。
ほっとするひと時を一緒に過ごしましょう。

（単位：円)

（単位：円)

令和３年度　社会福祉協議会決算報告

令和３年度決算の概要

□社会福祉協議会 (法人全体)

　去る６月９日理事会及び６月24日の定時評議員会で、令和３年度の事業報告並びに決算報告が承認され
ました。決算の概要は別表の通りです。

区　　　　　分　 収　入　額 支　出　額 当期資金
収支差額

前期末支払
資金残高

当期末支払
資金残高

法 人 合 計 612,278,140 611,832,442 445,698 15,338,072 15,783,770

区　　　　　　分 収　入　額 支　出　額 当期資金
収支差額

前期末支払
資金残高

当期末支払
資金残高

地 域 福 祉 推 進 拠 点 区 分 252,002,739 252,971,921 △ 969,182 6,764,722 5,795,540

学 童 ク ラ ブ 事 業 拠 点 区 分 102,763,108 102,104,423 658,685 0 658,685

老人福祉センター事業拠点区分 23,738,969 23,702,854 36,115 851,350 887,465

介 護 保 険 事 業 拠 点 区 分 49,329,585 49,047,652 281,933 725,586 1,007,519

障害者総合支援事業拠点区分 110,649,940 110,599,095 50,845 0 50,845

生活資金貸付事業拠点区分 65,033 45,033 20,000 3,414,740 3,434,740

社会福祉事業区分　合計 538,549,374 538,470,978 78,396 11,756,398 11,834,794

その他の公益事業拠点区分 72,402,019 72,034,717 367,302 3,581,674 3,948,976

収 益 事 業 拠 点 区 分 1,326,747 1,326,747 0 0 0

　福生市の介護予防リーダーを中心に、｢ふくふく体
操」や簡単な介護予防体操を行います。
　朝から皆さんで体操をしてスッキリ
１日を過ごしましょう！
　下記の日時で開催しますので、ぜひ
ご参加ください♪
※自由参加となります

【日程】９月８日(木）～11月24日(木）の毎週木曜日
（祝日はお休みです）

【時間】９時45分～（30分程度）
【場所】福祉センター 地下 サンクンガーデン
【内容】ふくふく体操等
【講師】福生市介護予防リーダーの方々
【参加方法】自由参加（申し込み制ではありません）
　　　　　　※雨天の場合は行いません
【問合せ】施設サービス課 施設サービス係

☎５５２-２１２１（日曜・祝日を除く午前８時
30分～午後５時15分）

～みんなで朝からスッキリ！
ふくふく体操～
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〒197-0004 福生市南田園 2-13-1（福祉センター内） 

☎ ：042-552-2122 メールアドレス：fvac@fussashakyo.or.jp 

HP：https://fussashakyo.or.jp/fvac/ 

2022 夏！体験ボランティア申込方法 
夏ボラ期間：令和４年７月 25 日（月）～８月 31 日（水） 

※活動先によって期間・時間が異なります。 

年齢・対象：都内在住・在勤・在学の小学生から社会人まで 

      ※活動によって対象が異なります。 

ふっさボランティア・市民活動センター（FVAC） 

受付場所：福生市福祉センター内 ふっさボランティア・市民活動センター 

受付期間：令和４年７月４日（月）～開催期間中 日曜・祝日を除く 

     午前９時 00 分 ～ 午後５時 00 分 

      ※申込書は [夏!体験ボランティアパンフレット]の中にあります。 

（ホームページからもダウンロードできます） 

      ※申込書を記入し、《ふっさボランティア・市民活動センター》まで直接 

お持ちください。 

      ※先着順のため、希望先が定員超えとなる場合もあります。 

       第２第３希望も考えておきましょう。 

      ※18 歳未満の方は、申込書に保護者の承諾印が必要です。 

       ★承諾印がない場合は受付ができません。ご注意ください★ 

問合せ 

その他：活動先によりボランティア体験日の２週間前より、日々の検温結果と健康 

状態の記入が必要ですので、お申込みは余裕をもってお願いします。 

 
皆の参加 

を待って 

るよ★ 

(FVAC HP) 

後援：福生市・福生市教育委員会 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆スポーツ 

１ FC ラックボーン ２ GONA 

３ 福生リトル・サンズ 

◆自然・環境 

４ NPO 法人自然環境アカデミー 

５ 福生水辺の楽校ボランティア 

◆障がい者支援講習会 

６ 福生市聴覚障がい者協会 

７ 点字サークル「ほたる」 

８ 福生いとでんわ 

◆障がい者・児施設 

９ 放課後等デイサービス 歩っ歩 

10 障がい者とボランティアグループ 友の会 

11 福生おもちゃの図書館 チューリップ 

12 障がい者支援施設 福生学園 

13 指定就労支援事業所 麦わら帽子 

◆学童クラブ 

15 わかたけクラブ 19 わかぎりクラブ 

16 武蔵野台クラブ 20 亀の子クラブ 

17 たんぽぽクラブ 21 第２亀の子ｸﾗﾌﾞ 

18 第２たんぽぽｸﾗﾌﾞ 22 田園クラブ 

◆児童館 

23 田園児童館 24 熊川児童館 

25 武蔵野台児童館 

◆児童関係・保育園・幼稚園 

26 おはなし会 27 おはなし会 ほっこり 

28 ふっさプレイパークを創る会 

29 六小ふっさっ子広場 

30 加美平保育園 35 杉ノ子保育園 

31 若葉保育園 36 杉ノ子第二保育園 

32 すみれ保育園 37 福生本町保育園 

33 東福保育園 38 わらべつくし保育園 

34 福生保育園 39 牛浜こども園 

40 聖愛幼稚園 

◆高齢者関係 

41 ツクイ福生 デイサービスセンター 

43 熊川病院 カフェぐま 

◆その他(他にも自宅で出来るボランティアあり) 

44 マイ花フレーム制作(施設へ寄付) 

45 折り紙で立体飾り制作(施設へ寄付) 

46 農業ボランティア 

47 環境整備ボランティア 

48 整理ボランティア（切手/ベルマーク） 

49 ゆび編み手芸 仕分けと制作(施設へ寄付) 

50 ドリームボックス拝島 

51 放課後等デイサービス あそぼーよ 

52 放課後等デイサービス つなごーよ 

53 福生子ども食堂実行委員会 

※活動先の受け入れ年齢はお問い合わせください。プログラムは変更になる場合があります。 
※14、42 は都合により欠番となりました。ご了承ください。 

 

2022夏！体験ボランティア受入施設・団体一覧  

【 保 護 者 の み な さ ま へ 】 
●お子さまの意思を尊重してください。 

ボランティア活動は個人の自由な意思によってはじめられるものであり、他者から強制されて行なうものではありませ

ん。本人の意思によって参加していないお子様は、活動意欲が乏しく、活動先の職員や利用者の方にご迷惑とご負担を

おかけする結果を招きます。 

申込みの前に必ず親子で話し合う機会をもち、お子様の意思の確認をお願いします。 

●夏ボラは、「ボランティア活動」ではなく、「ボランティア活動の体験」です。ボランティア体験を通して、さまざまな

出会いと多様な価値観を知り、自らの生き方や共に生きていくことの意義を考え、地域への関心を深めて地域社会を構

成する一市民として、「自分のできることは何か」を考えるきっかけづくりの場であるとお考えください。 

「やってあげる」ではなく、ボランティア体験から「何を学びとるか」を大切にして、ご家庭でもフォローをお願いし

ます。 

【 パンフレット・申込書の配置先 】 
●各小中学校に 40 部配置してあります。その他、HP からダウンロードや、以下の場所にもあります。 

市役所、市民会館、公民館、さくら会館、福祉センター、白梅会館、松林会館、かえで会館、扶桑会館、福東会館、 

田園児童館、熊川児童館、武蔵野台児童館、わかぎり図書館、わかたけ図書館、武蔵野台図書館、 

福生市輝き市民サポートセンター 


