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◆ 災害ボランティア養成講座
昨今、災害は身近なものになっています。西多摩地区でも令和元年度台風第19号により、
甚大な被害を受けました。本講座を通して、それぞれの立場から、万が一に備えられるよ
うにしておきましょう。

①「行政が出来る被災者支援の限界～社協が求め
られる役割～」
発災時、被災者の生活再建に向けたボランティア活動
は大きな助けとなります。実体験報告から、災害時に
活かす対応力を身に付けます。

②「身近にある防災食～災害に備えて」
災害が起きた後の生活、主に食生活について日頃の活
動から考えていく意識や避難訓練等だけでない防災知
識の習得を目指します。

③「地域ボランティアの底力～被災者に寄り添う
方法～」
発災から時間経過とともに変化する復旧・復興作業の
流れを紹介します。また住民同士のつながりや、災害
ボランティアセンターの重要性を学びます。

【日 時】
① １月27日(木)
② ２月６日(日)
③ ２月19日(土)

午後６時～８時
午前10時～正午
午前10時～午後０時30分

【講 師】
① 高木
直 氏（調布市社会福祉協議会)、
橋本 朋久 氏（あきる野市社会福祉協議会）
② 今泉マユ子 氏（株式会社オフィスRM 代表取締役）
③ 垣貫 紀彦 氏（一般社団法人 ピースボート災害支援センター)、
鈴木
暢 氏（DEF 災害エキスパートファーム代表)、
ファシリテーター：加納佑一 氏（東京ボランティア・市民活動センター)

～共通事項～

【会 場】福祉センター ２階 学習集会室（※オンライン参加も選択できます。）
【対 象】西多摩地区在住・在勤・在学の方
【定 員】会場：先着 50名、オンライン：先着 100名
【参加費】無料
【申込み】受付中。下記 問合せ先へお申し込みください。

※新型コロナウイルス感染症の状況により、定員の人数や会場、開催方法が変更となる場合があります。

◆ 子育てサロン

再開しています！

緊急事態宣言等により、休止している期間もありましたが、令和３年11月より全子育てサロンが再開しました。
子育てに奮闘中の保護者の方、これから出産を控えている方など、育児の悩みや子育てに関する情報等を皆さんで、おしゃべりして
みませんか。気軽に遊びに来てください。子どもが大好きな先輩たちが待っています！
※新型コロナウイルス感染症の状況により、中止となる場合があります。最新の情報につきましては、下記問合せ先のホームページ
（ＨＰ）をご覧いただくか、お電話にてご連絡ください。

・ほっとひろば

・ほっとひろば白梅

・ほっとひろば加美平

【日時】第１・３月曜日
（月１回の場合あり）
午前10時30分～午後２時
【場所】
福祉センター
保育室
【参加費】
１家族 100円

・ぴよぴよらんど

【日時】第４金曜日
午前10時～午後１時
【場所】白梅会館 和室
【参加費】
１家族
100円

【日時】第１・３木曜日
（月１回の場合あり）
午前10時～午後１時
（お弁当持参可）

【場所】かえで会館
和室・学習室
【参加費】
１家族 100円

【日時】第２木曜日
午前10時～正午
【場所】福東会館 休養室
【参加費】
無料

・はとぽっぽ

【日時】第２金曜日
（８月・祝日を除く）
午前10時30分～午後11時30分
【場所】扶桑会館
和室 会議室
【参加費】無料
※予約制
先着５組

～共通事項～ 【対象】市内在住の未就園児とその保護者、妊婦の方

≪問合せ≫

メール

ふっさボランティア・市民活動センター 電話 552-2122
(土曜・日曜・祝日を除く午前８時30分～午後５時15分)

HP

fvac@fussashakyo.or.jp
（右記QRコード参照）

https://fussashakyo.or.jp/fvac/
（右記QRコード参照）
旧年中は、当社会福祉協議会の事業に際

謹んで新年のごあいさつを申し上げます。

しまして、市民の皆様はもとより、多くの

方々から温かいご理解とご支援を賜りまし

たこと、心よりお礼申し上げます。

さて、一昨年より新型コロナウイルス感

染症のために私たちの暮らしは一変し、社

会は大きく変化するなどその甚大な影響は

現在も続いております。また、少子高齢化

が進み、人口減少が本格化するなど社会環

境は大きく変化し、子育てをめぐる問題、

社会的孤立、生活困窮、児童・高齢者の虐

待問題、子どもの貧困問題など、福祉課題

は多岐にわたり深刻化しております。

こうした状況に、国は福祉改革の理念と

して「我が事・丸ごと」をキーワードに、

地域に暮らす人たちが共に支え合い、課題

を解決していく「地域共生社会」の実現に

取り組んでいくこととしています。住民が

地域課題を「我が事」と捉え、社協や行政、

福祉関係者等と連携・協働し、複合的な課

題を「丸ごと」受けとめる包括的な支援体

制の構築が重要であり、社会福祉協議会は

「連携・協働の場」として主導的な役割を

私共、福生市社会福祉協議会といたしま

担うことになります。

しては、コロナ禍の社会の変化に適切に対

応し、様々な福祉ニーズに対する支援の仕

組みづくりに向け、市民の皆様方をはじめ

市行政並びに関係団体と連携して、更なる

努力をしてまいります。本年も一層のご支

援・ご協力を賜りますようお願い申し上げ

ますとともに、皆様方のご健勝・ご多幸を

職員一同、心からご祈念申し上げまして新

年の挨拶といたします。

福生市社会福祉協議会
会長 板寺

正行

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
業

名

内

☎５５２・５０２７（土曜日・日曜日・祝日を除く）

容

対

象

実 施 日

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

３月24日(木)

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

３月10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

２月16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

心

の

相

時

間

13:00～14:30

14:00～16:00

２月９日(水)
３月９日(水)

13:00～15:00

場所

福祉センター １階 相談室

事

成年後見センター福生

受付開始日
２月21日(月)
２月18日(金)
１月24日(月)
申込不要

※年間予定では、心の相談は３月14日(月)の開催予定でしたが、相談員の都合により変更となりましたので、ご了承ください。

成年後見制度学習会

～同じ悩みを語り合いましょう～
オレンジカフェ

ふっさ

｢成年後見制度って何？」｢どのような人が利用できるの？」｢費用はどの
くらい？」など司法書士の方から、やさしい内容で教えていただきます。
【日 時】２月16日(水) 午前10時～11時30分
【会 場】福祉センター ２階学習集会室
【対 象】市内在住・在勤者
【定 員】先着25名
【持ち物】筆記用具等
【講 師】司法書士 貫井雄太 氏
【申込み】１月24日(月)から、定員になり次第終了（土・日・祝日を除く
午前８時30分～午後５時15分）成年後見センター福生 ☎５５２・５０２７
※感染症予防対策を取った上で開催します。参加者の方にもご協力をお願い
いたします。

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】２月15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】一人１００円
【問合せ・申込み】 ２月10日(木）午後５時まで受付。(日・祝日を除く午前
８時30分～午後５時15分）
地域包括支援センター 熊川 ☎５１０・２９４５

『みどりのカーテンコンテスト 特別賞受賞』
新年あけましておめでとうございます。
昨年は東京オリンピック・パラリンピックに沸き、大谷翔平選手がア・リーグMVPに選
ばれるなど、スポーツで盛り上がった一年となりました。また、一年を通して新型コロナウ
イルスの話題も尽きず、感染対策に追われた年でもありました。
そんな中、コロナ禍を利用して不安を煽るような詐欺や悪質商法が後を絶ちません。ニュ
ースで見聞きする「私はだまされない」｢大丈夫」と思い、他人事と思っていると対策に無
関心になりがちです。｢いつか自分がだまされるかもしれない」｢いつか家族が詐欺にあうか
もしれない」と考え、万が一の時に慌てないように、備えておくことが大切です。
特殊詐欺の被害者の76％以上は70歳以上の高齢者と言われていて、特になりすまし詐欺
（オレオレ詐欺）による被害は全体の半数以上を占め、被害総額全体の69％を占めていたと
いうデータもあります。
詐欺から身を守る効果的な方法として、普段から親子や家族間で詐欺について話し合った
り、連絡を取り合う事や、合言葉を決めておくことも効果的です。また、知らない番号には
出ないことや、在宅中でも留守番電話を利用することも有効ですので、出来そうなことから
取り組み、被害にあわないよう備えていただければと思います。
2022年の干支は「壬寅(みずのえ・とら)」です。調べてみると、｢寅」という字は、元々
は「イン」と読んでいて、草木が伸び始める状態を表しているとされているそうです。そこ
から寅年は「才能や運気が芽吹き新しい成長が期待できる」年とのことです。新しい一年が
始まりました。寅年の力も借りて、運も味方につけながら、前向きに一年過ごしたいですね。
地域包括支援センター熊川

社会福祉士

笠原

このたび、令和３年度み
どりのカーテンコンテスト
にて、福生社協は『みどり
のカーテン部門特別賞』を
受賞しました。
今後も地球温暖化防止に
取り組んでまいります。

～ お 譲 り く だ さ い ～
使用しなくなった『将棋盤・駒』(折り畳みではないもの）がありまし
たら、お譲りください。５台程度必要としており、老人福祉センターの
サークル活動等で活用させていただきます。
なお、状態が悪い場合や形状等によりお断りする場合もありますので、
予めご了承ください。
問い合わせ 施設サービス課 施設サービス係 ☎ 5 5 2・2 1 2 1
（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)

ふっさボランティア・市民活動センター

老人福祉センター

◆ボランティア養成講座（音訳・点字・手話）入門
◆
ボランティア養成講座（音訳・点字・手話）入門

｢カゴバック作り講座｣

各養成講座を通して、音訳・点字・手話の基本について知り、技術の習得と、聴覚障がい
や視覚障がいの方への理解を深めてみませんか。(各２回連続講座です。）
視覚に障がいのある方のために、書かれている書籍や新聞などの内容を
音声にして伝えるボランティアです。
【日時】２月26日(土)・３月５日(土) 午前10時～正午
【定員】先着 10名
【協力】福生いとでんわ

音訳

教養講座

紙テープを編みこみカゴバックを作ります。お買い物にも
便利なカゴバック作ってみませんか？
【日

時】２月９・16日(水)・25日(金）
午後２時～４時（全３回)

視覚に障がいのある方のために、書かれている書籍や新聞などの内容を
点字にして伝えるボランティアです。
【日時】２月15日(火)・２月16日(水) 午後２時～４時
【定員】先着 15名
【協力】点字サークルほたる

【場

所】福祉センター

【対

象】市内在住の60歳以上の方で、全日参加可能な方

【定

員】５人（先着順）

聴覚に障がいのある方のために、手や身体の動き、表情を使って
手話
コミュニケーションをとるボランティアです。
【日時】２月２日(水)・２月９日(水) 午後７時～９時
【定員】先着 20名
【協力】手話講習会運営委員会

【持ち物】メジャー、ハサミ、筆記用具

点字

【参加費】２,５００円（材料費として、初回にお持ち下さい。）
【申込み】１月24日(月)から
（日曜を除く午前
８時30分～午後５

～共通事項～

時15分）

【会 場】福祉センター
【対 象】市内在住・在勤・在学の方。ボランティア活動に関心のある方。
【申込み】１月24日(月) から、ふっさボランティア・市民活動センター ☎５５２・２１２２
上記ＱＲコードよりメールでも申込みができます。

老人福祉センター

施設サービス課
施設サービス係
☎ ５５２・２１２１

“介護予防体操事業”

令和４年度「かんたん健康体操教室(月)(火)｣ (前期)

高齢者の初心者向け体操教室です。
【期 間】前期４月～９月（６か月間）
≲月曜日コース≳……… ４月11日～９月26日の毎週月曜日（祝祭日を除く。）
≲火曜日コース≳……… ４月12日～９月27日の毎週火曜日（祝祭日を除く。）
【時 間】２部制となります。
≲一部≳ 午前９時15分～10時15分 ≲二部≳ 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 ③﹁要支援﹂﹁要介護﹂
の認定を受けていない方 ④医師の運動制限を受けていない方
【定 員】各コース70人(各部35人）(定員を超えた場合抽選。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
【申込み】※往復はがきのみの受付です。２月18日(金)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(月) or (火)・希望
時間 一部 or 二部（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
【問合せ】施設サービス課施設サービス係 ☎５５２・２１２１

地下研修室

老人福祉センター

教養講座

｢初めてのタティングレース講座｣
タティングレースとは、指にかけたレース糸に、専用のシ
ャトルをくぐらせて作る結び目の連続で出来るレースです。
初心者でも出来る簡単な作品を作ってみませんか？
【日

時】２月10・24日(木）、３月１０日(木)
午後２時～４時(全３回)

【場

所】福祉センター

【対

象】市内在住の60歳以上の方で、全日参加可能な方

【定

員】10人（先着順）

２階研修室・地下研修室

【参加費】８５０円（材料費として、初回にお持ち下さい。）
【持ち物】８号レース針・小ハサミを持っている方はお持ち
下さい。
【申込み】１月25日(火)から
（日曜を除く午前
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

私たちは福生市の地域福祉の推進を応援しています

※本紙に掲載している講座については、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。
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寄 付 の お 礼
年末のお忙しいところ、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。
期間：令和３年11月１日～令和３年12月31日
敬称略・順不同
◇一般寄付
◇FVAC指定寄付
東京福生ライオンズクラブ
福生市民謡連盟
５,０００円
１１１,０００円
福生リトル・サンズ
２,０００円
東京福生ライオネスクラブ
マノアクラブ
２,０００円
５１,０００円
匿名
３,０００円
ゆうあいふっさ(火曜日クラス)
匿名
１,０００円
１００,０００円
◇地域応援型自動販売機寄付
㈱アクセルオート
１００,０００円
日本調剤㈱加美薬局
２,８４２円
NPO法人ヒューマンケア ２,００９円
西多摩農業協同組合
６３,５００円
学校法人 明進学園
８０１円
㈱交運社
６０,８７５円
㈱フジライフ
５０６円
阿部敏英
１７,９３９円
◇寄付物品
片桐 扶
７,０００円
来住野 誠
女性用上着
楊名時太極拳福生同好会 白鶴
西東京アイビー化粧品
タオル
５,０００円
匿名
未使用切手
小峰年子
５,０００円
匿名
固形石鹸
ひばり体操クラブ
３,０００円
匿名
男性用肌着
西村力一
３,０００円
匿名
食品・雑貨
匿名
１０,０００円
匿名
書箱・おりがみ
匿名
２,０００円
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。

ほっとサービス協力会員募集中
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

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。

お問合せ
施設サービス課

施設サービス係（土・日・祝日を除く午前８時30分から

午後５時15分の間）☎５１０・０９０４

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。

再生紙を使用しています

