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むさしむらやま社協機関紙

むさしむらやま社協発

〈南部地域包括支援センター〉

第２２０号〔２〕

お 知 ら せ

【介護予防教室】「いつも一緒に！繋がりましょうコンサート」

＊申込・問合先 TEL：590-1477・FAX：590-1252

【介護者交流会】
●介護についての日ごろの悩みや疑問などを気軽にお話ししませんか。
▼日時 ９月９日(水) 午後２時～３時 30 分
▼場所 市民総合センター３階 小会議室
▼アドバイザー 公益社団法人認知症の人と家族の会東京都支部代表 大野 教子 氏
▼対象 介護をしているかた・経験者・介護に関心がある市民のかた
▼定員 10 人(申込先着順)
▼申込締切 ９月７日(月) ▼参加費 無料

【老活セミナー】「しあわせな老いじたくとは…」
～ 今一度、2,000 万円不足問題を振り返ってみましょう ～
●心豊かな老後に備えるためのヒントや心構えについて、
専門家が分かりやすくお話しします。
▼日時 10 月 20 日(火) 午後２時～３時 30 分
▼場所 市民総合センター３階 集会室
▼講師 NPO 法人老いじたくあんしんねっと会員、
行政書士 小原 伯夫 氏
▼対象 市民のかた ▼参加費 無料
▼定員 30 人(応募者多数の場合は抽選)
▼申込締切 10 月 13 日(火)

●音楽で心に栄養、微笑みで免疫力アップ、身体も動かし体力維持！
そんな楽しいコンサートです。新型コロナウイルス感染予防のた
め、コンサート動画をスクリーンで映す方式で開催します。
▼日時 10 月 22 日(木) 午前 10 時～11 時
▼場所 市民総合センター３階 学習室
▼講師 ソプラノ 井上 ツヤ子 氏・冨士野 美希 氏
ピアノ演奏 小崎 幸子 氏
▼対象 概ね 65 歳以上の市民のかた ▼参加費 無料
▼定員 25 名(応募者多数の場合は抽選)
▼申込締切 10 月 9 日(金)

【介護予防教室】「すっきり体操 」
●高齢者向けの体操で、頭と体を動かしてすっきりしましょう‼
▼日時 10 月 23 日(金)
午前 10 時～11 時
▼場所 新大南地区集会所(駐車場なし)
▼講師 介護予防健康アドバイザー・トレーニング指導士・
ピラティス講師 岸野 章子 氏
▼対象 概ね 60 歳以上で医師等から運動制限をされていない市民のかた
▼定員 20 名(応募者多数の場合は抽選)
▼申込締切 10 月 16 日(金) ▼参加費 無料
▼持ち物 飲み物・動きやすい服装・手ぬぐいサイズのタオル・室内用の靴
※申込・問い合わせは、月～金曜日の午前９時から午後５時まで。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、イベントが開催
されない場合もあります。内容の変更・中止等の最新情報は、お
問い合わせいただくか、本会のホームページでご確認ください。

募金箱設置サポーター紹介

・参加する際はマスク着用をお願いします。
・体調がすぐれない時は、参加をご遠慮く
ださい。

募金箱を設置していただいている
皆さまをご紹介します。
【職種】①支援員 ②補助支援員
③調理員
【仕事内容】①②身体障害者福祉
センター利用者の生活支援等
③調理業務全般（昼食）
【時給】①1,060 円 ②1,020 円
③1,030 円
【時間】①② 8：30～17：15
③ 8：30～12：00
【勤務日数】週 1 日～4 日

新 規
サポーター

介護付ホーム「そんぽの
家」の 1 階窓口に置かせ
ていただきました。
住所：三ツ藤１－４－１

★

良質で、安心安全な美味しいお肉
は、市内の保育園や福祉施設など
の給食も支えています。
武蔵村山市
住所：残堀２-９-１
身体障害者福祉センター
フードランドいなげや残堀店内
営業時間：９時～20
時（当面は 19 時まで）
☎５９０-１２７０
定休日：火

大正 12 年の創業以来、100 年
近く地元のファンに愛されてき
たお豆腐屋さんです。
住所：本町３-１-５
営業時間：９時～18 時 30 分
定休日：日

問合先

募金箱の収益金は地域福祉活動の推進に役立てられます。ご協力いただけるサポーター募集中！ 問合先 総務係 ☎５６６-００６１

身体障害者福祉センター
☎５９０-１２７０

＊７月３１日までの間に、下記のかたから金品の寄附をいただきました。
【寄附金】
金額（円）
大鶴達夫
50,000
ＪＨφＮＦＨ
2,933
東京武蔵村山ライオンズクラブ
40,000
宮原拓雄
20,000
宮原みつ子
11,570
吉野正治
8,650
佐藤勇
10,000
株式会社いなげやむさし村山店
13,854
武蔵村山市
田中理八郎
5,000
身体障害者福祉センター
匿名１件
30,000
☎５９０-１２７０

歯

【使用済み切手・ベルマーク等】
有限会社ミヤナカ保険センター
訪問看護ステーションゆいまーる
武蔵村山市シルバー人材センター
有限会社三ツ木百貨センター
有限会社諸江製作所
りそな銀行村山支店
多摩自動車
心身障害者(児)おやこの会フレンズ
西部地区おやじの会
株式会社タイラ
武蔵村山市立第八小学校

学園自治会
目黒キヨイ
榎本畳店
渡辺幸子
くわの実
髙橋真弓
武蔵村山市
須藤清子
ちかま医院
中山靖彦
荻野利夫
中島隆子
荻野千香子
林喜代三
坪山佐知子
谷村雅美
清水明弘
山口ナナ子
吉永むつみ
匿名１３件
武蔵村山市
松田匡
身体障害者福祉センター
乙幡良蔵

☎５９０-１２７０

広告内容については本会が保証するものではありません

【フードバンク・その他の物品等】
伊井晃彦
竹村征也
齋藤
齋藤亜希子
中島隆子
佐藤秀夫
坪山佐知子
鬼島淳子
籾山三郎
比留間マサ子
澤田知美
長岡正泰
野本千賀子
ＳＡＰ武蔵村山
訪問看護ステーションゆいまーる
明治神宮崇敬会武蔵村山支部
武蔵村山市
有限会社𠮷澤左官工業
身体障害者福祉センター
武蔵村山市
☎５９０-１２７０
匿名２１件
武蔵村山市
【敬称略・順不同】

身体障害者福祉センター

☎５９０-１２７０

