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フェイスブック

社会福祉協議会会員募集にご協力ください｡(福祉センター1階で受付けています｡)

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、法人会員1口5,000円

ひとりで悩まず、まず相談を
問合せ及び申込先
事

業

名

成年後見センター福生

内

☎５５２・５０２７（土曜日・日曜日・祝日を除く）

容

対

象

実 施 日

時

間

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

１月17日(月) 13:00～14:30

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

１月13日(木)

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

12月15日(水)

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

の

相

～同じ悩みを語り合いましょう～
オレンジカフェ

ふっさ

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。

【日

時】12月21日(火) 午後１時30分～午後３時

【場

所】福祉センター

【定

員】10人程度

２階 理学療法室
【参加費】一人１００円

【申込み】12月17日(金) 午後５時までに福生市地域包括
支援センター熊川 ☎５１０・２９４５へ。
※新型コロナウイルスに伴う影響により、内容の変更、延期または中止となる
場合がございます。予め、ご了承ください。

ご参加ください！

『家族介護者教室』（福生市受託事業）

介護方法、介護予防および介護者の健康づくりについて知識や
技術を習得できる教室です。皆様のご参加をお待ちしております。
【日 程】１月26日(水)『コロナに負けるな～フレイル体操～』
【時 間】午後１時～２時30分
【会 場】福祉センター 2階 学習集会室（福生市南田園2-13-1）
【対 象】市内にお住まいの介護をされているご家族や介護に関心のある方
【定 員】先着20名（受付中）
【参加費】無料
【持ち物】筆記用具
【申込み】福生市地域包括支援センター熊川 ☎５１０・２９４５
※感染症予防対策を取った上で行う予定です。参加者の方にもご協力をお願い致します。
※状況により中止となる場合がございます。予め、ご了承ください。

14:00～16:00

12月８日(水)
１月12日(水)

13:00～15:00

福祉センター １階 相談室

談

心

場所

受付開始日
12月20日(月)
12月20日(月)
受付中
申込不要

老人福祉センター “介護予防体操事業”

｢男性限定！ 体力・筋力アップ教室｣
(令和３年度 第３期)

男性の方にも気軽に体操に参加していただけるように、男性
限定の体操教室を開催します。中級者向けの体力・筋力アップ
の体操教室です。(※感染状況によっては延期または中止となる
場合がございます。）
【日 時】①１月17日(月)～２月14日(月)の毎週月曜日(全５回）
②２月21日(月)～３月28日(月)の毎週月曜日(全５回）
午後２時～３時
※①か②どちらかご希望の日程をお選びください。
【場 所】福祉センター ２階 理学療法室
【対 象】①市内在住60歳以上の男性②全日参加可能な方③歩
行に問題なく、30分程度立っていられる方④初めて
の方、月曜日・火曜日実施のフォローアップ教室・
健康体操に参加していない方を優先とします。
【定 員】各11名（定員を超えた場合は抽選。なお、初めての
方を優先します。)
【講 師】佐藤イク子 氏
【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。12月21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「男性限定！体力・筋力アッ
プ教室申込み」宛
〈往信の裏面〉住所・氏名・生年月日・電話番号・
ご希望の日程（① or ②)
〈返信の表面〉あなたの住所・氏名
〈返信の裏面〉無記入
【問合せ】施設サービス係 ☎５５２・２１２１（土・日・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

｢福生市ファミリー・サポート・センターをご利用ください」 相談窓口 510・0904（土曜・日曜・祝日を除く午前8時30分～午後5時15分)

講演会

ボランティア養成講座

「発達障がいを知る
～理解と受容、どうすれば良い？～」
多様な人が生きている現代、様々な障がいについてもその理解を深
めることは大切だと考えます。今回はその中でも「自閉症スペクトラ
ム」を中心にした講演会を開催します。
知的障がいを伴う場合も含め、自閉症関係の様々な行動特性や成
長過程を知り、理解をすることが受容につながります。
親御さんはもちろん、支援者、地域の方々等、幅広いご参加をお待
ちしております。
※参加は来場またはオンライン(Zoom)の選択ができます。
【日 時】12月11日(土）午後１時～３時
【会 場】福祉センター２階学習集会室
【講 師】佐々 加代子(さっさ かよこ)氏（白梅学園大学名誉教授）
【対 象】市内在住・在勤・在学の方
【定 員】〈会場〉先着20人
〈オンライン(Zoom)〉先着20人
【申込み】受付中 電話 (５５２・２１２２）または
QRコードからメール(fvac@fussashakyo.or.jp)
でふっさボランティア・市民活動センターへ。

令和３年度 福祉バザーの中止について
令和３年度「第44回福祉バザー」につきまして、さる９月10日(金)
に福祉バザー実行委員会を開催し、委員の皆さまに御協議いただき熟
慮の結果、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、今年度の
本事業を中止とすることと致しました。
御理解・御協力をお願いいたします。
【問合せ】ふっさボランティア・市民活動センター
【ＴＥＬ】５５２・２１２２
【時 間】月曜日から土曜日の午前８時30分から午後５時15分まで
（土曜・日曜・祝日を除く）

～ お正月飾りにトライ！～

２０２２年へ向けて！「おめでたいお正月飾り」を一緒に作りませんか。
古くから、お正月の神様は稲に宿るものとされてきました。一回目は、五穀豊穣
の願いと感謝をこめて、俵作りをします。二回目は、縁起の良いとされる亀を作成
します。
ボランティア活動のはじめの一歩として、お正月飾りに挑戦してみませんか。
※完成した作品は福祉施設にも寄付します。
【日

時】〈俵づくり〉12月８日(水）午後２時～４時
〈亀づくり〉12月15日(水）午後２時～４時
【会 場】福祉センター２階学習集会室
【対 象】市内在住・在勤・在学の方
【定 員】各日先着10人
【持ち物】ハサミ
【申込み】受付中 電話（５５２・２１２２）また
はQ R コードからメール（ f v a c @ f u s s a s h
a k y o . o r . j p ）でふっさボランティア・市民
活動センターへ。

薪となる木を配布します！＆「子どもも大人も遊んで木育｣
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になりそうな傾倒
木を伐木し、堤防外へ持ち出す作業や、木育体験など様々な市民学習を展開してい
ます。
今回は、その伐木を薪の材料として配布します。また、伐木を活用する木育体
験も行います。
この機会に木へ触れて様々な体験をしてみませんか。

❖薪となる木の配布

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。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
輪切り体験もできます。
【場 所】福祉センター 駐車場 ※雨天中止

❖子どもも大人も遊んで木育

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ください。
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 一時間 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分から午後５時15分の間）
施設サービス課 施設サービス係 ☎５１０・０９０４

①クリスマスリース作り：葛のつるを利用したリースの土台を作成します。
②竹とんぼ：熱で変成作業し、作成します。
③輪切りクラフト：輪切りにしたニセアカシヤに、どんぐりなどを接着剤でつ
けて顔を作成します。
④どんぐりクラフト：デザインしたイラストなどをどんぐりの上に描いて作ります。
⑤ロープワーク： ロープの結び方など、数種類の結び方を学びます。
【場 所】福祉センター サンクンガーデン（敷地内の屋外地下）
※雨天は室内で開催します。
〈共通事項〉
【日 時】12月12日(日）午前10時～正午
【対 象】市内在住・在勤・在学の方
【申込み】不要
※数に限りがあるので無くなり次第終了となります。また、福生災害ボランティア
チェンソー隊の作業により、当日の活動メニューが変更となる場合があります。
【問合せ】ふっさボランティア・市民活動センターへ ☎５５２・２１２２（土曜・日
曜・祝日を除く午前８時30分～午後５時15分）『メール』fvac@fussashakyo.or.jp

私たちは福生市の地域福祉の推進を応援しています

※このページの講座については、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。

～ 一緒に働きませんか ～ 社会福祉協議会の職員募集
職

種

応

募

資

格

勤務体制

学童クラブ支援員
補助（パート・有
資格者）

保育士・教員(諭)免許
・放課後児童支援員の
何れかを有する方

学童クラブ補助員
(パート・無資格者)

特に資格を有していな
いが児童の育成に熱意
をもってあたれる方

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

勤務日・勤務時間
月曜日から金曜日は午後１時
～午後７時、
土曜日及び夏休み
等の学校休業日は午前８時～
午後７時で、週３日程度

シフト制

普通運転免許（大型自
高齢者・障害者デ
動車免許、または中型
イサービス（送迎
自動車免許を有する方
ワゴン車輛の運転）
は尚可）

期間：令和３年９月１日～令和３年10月31日
敬称略・順不同
◇FVAC指定寄付
ひだまりの会
匿名
匿名

３,２００円
３,０００円
２,０００円

◇地域応援型自動販売機寄付
日本調剤㈱加美薬局
㈱フジライフ

３,３２５円
４２４円

学校法人 明進学園
NPO法人ヒューマンケア

５０７円
１,７３５円

◇寄付物品
明治安田生命
匿名

ミネラルウォーター４ケース
婦人用肌着

東京土建一般労働組合 西多摩支部
文房具等
森田達也

車イス

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。

金

選考方法

採用人数

採用予定日

時給１，
１００円
(採用から３ヶ月間
は１，
０５０円)
時給１，
０６０円
(採用から３ヶ月間
は１，
０５０円)

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，
１００円
(採用から３ヶ月間
は１，
０５０円)

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

書類選考の
上、面接試
験を実施し
ます。

全ての職種
で若干名

随時
(応相談)

申込み方法

問合せ・申込み先

（土・日・祝日を除
く午前８時30分～
電話連絡の上、
午後５時15分の間)
履歴書（Ａ４
版・写真貼付)、
資格証明書等の 総務係
☎５５２・２１２１
写しを社会福祉
協議会へ、持参
もしくは郵送で 〒197-0004
提出してくださ 福生市南田園
い。
2-13-1
福祉センター内

ふっさっ子 の 広場 の 職員募集

寄付のお礼
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。

賃

≪応募・お問い合わせは総合運営課 総務係まで≫

１ 職種
（１）ふっさっ子の広場
※令和４年度新規事業
①統括指導員・特別指導員（嘱託員・有資格者等）
②指導員（嘱託員・有資格者等）
③指導員補助（パート・有資格者）
④補助員（パート・無資格者）
２ 応募資格
①②指導員（嘱託員・有資格者等）
次の何れかに該当する方
・保育士・教員(諭)免許・社会福祉士・臨床心
理士の何れかを有する方
・児童福祉施設等において、十分な勤務の経験
を有する方
③指導員補助（パート・有資格者）
・保育士・教員(諭)免許・社会福祉士・臨床心
理士の何れかを有する方
④補助員（パート・無資格者）
・特に資格を有していないが児童の育成に熱意
をもってあたれる方
３ 勤務体制
シフト制
４ 勤務日・勤務時間
①②月曜日から金曜日の週５日
午後12時～午後６時30分の間の６時間（基本
月１２４時間）
③④月曜日から金曜日の午後１時～午後６時で、
週３日程度

５ 賃金
①月給 １９万２,２００円
②月給 １７万９,８００円
③時給
１,１００円
④時給
１,０６０円
※令和４年度新規事業のため３月31日までは準
備研修期間で時給①１,５５０円 ②１,４５０円
(３月31日までは準備期間の為、週３日程度の
勤務となります）
③④採用から３ヶ月（試用期間）は時給
１,０５０円
６ 選考方法
書類選考の上、面接試験を実施します。
７ 採用人数
全ての職種で若干名
８ 受付期間
令和３年12月25日(土)まで
事前に電話連絡の上、受付期間内に履歴書
（Ａ４版・写真貼付)、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。
９ 面接試験
令和４年１月上旬頃
10 採用予定日
令和４年２月１日(火)
◎ 問い合わせ・申し込み先
土・日・祝日を除く午前８時30分から午後５時15
分の間）総合運営課 総務係 ☎５５２・２１２１
〶197-0004
福生市南田園２-13-１福祉センター内

東京消防庁より感謝状をいただきました。
去る９月10日(金)、東京消防庁より救急講習の受講
促進や救急業務の充実発展に貢献したとして、感謝状
をいただきました。
福生社協は、今後も訓練などを通して、日ごろの備
えの大切さを実感しながら励んで参ります。
【問合せ】福生市社会福祉協議会 ☎ ５５２・２１２１
（土・日・祝日を除く午前８時30分〜午後５時15分）

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
寄附のご協力をお願いします／ 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。
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