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お 知 ら せ

★

〈南部地域包括支援センター〉

〈身体障害者福祉センター〉
＊申込・問合先 TEL：590-1270・e-mail：shinshou-m@m.jcnnet.jp

＊申込・問合先 TEL：590-1477・FAX：590-1252

【初級手話講習会】
（全 30 回）

【介護予防教室】やってみましょう“スロージョギング”

●聴覚障害者への理解と手話ボランティア養成のための講習会です。
▼日時 ６月 10 日から毎回水曜日 午前 10 時～正午
▼場所 市民総合センター３階 小会議室
▼受講料 テキスト代のみ 1,800 円
▼申込資格 手話未経験で市内在住又は在勤のかた

●スロージョギングとは、足腰が弱ったシニア世代にも負担が少なく
効率的に有酸素運動ができる簡単なトレーニング方法です。
▼日時 ５月 20 日・27 日（水）午前 10 時～正午
▼場所 市民総合センター３階 集会室
▼参加費 無料
▼講師 健康生きがいづくりアドバイザー 山神 克允 氏
▼対象 60 歳以上で医師から運動制限を受けていない市民のかた
▼定員 30 名(両日参加できるかた優先。応募者多数の場合は抽選）
▼締め切り ５月 13 日（水）
▼持ち物 飲み物、動きやすい服装・靴でご参加ください。

【中級手話講習会】
（全 30 回）
●手話奉仕員の養成を目的とした講習会です。
▼日時 ６月 10 日から毎回水曜日 午後７時～9 時
▼場所 市民総合センター３階 中会議室 ▼受講料 無料
▼申込資格 初級修了後、中級を修了していない市内在住又は在勤のかた

～健康維持のための運動方法～

≪初級・中級共通≫
▼定員 20 名（応募者多数の場合は抽選）
▼申込資格 18 歳以下のかたは保護者の同意が必要です。
■申込期間 5 月 15 日（金）～6 月 3 日（水）
■申込方法 電話またはメールで、①～④の項目をお伝えください。
①希望クラス ②氏名（メールはふりがな）、年齢、電話番号
③住所（市内在住でないかたは勤務先も記入）④志望動機
＊定員を超えた場合は厳正なる抽選の上、結果を通知します。
※申込・問い合わせは、月～土曜日の午前９時から午後５時まで。

〈ファミリー・サポート・センター〉
＊申込・問合先 TEL：590-5723・FAX：566-0253

【第Ⅰ期サポート会員認定講習会】

催

日

5 月 18 日(月)
5 月 19 日(火)
5 月 21 日(木)
5 月 22 日(金)

内
容
「オリエンテーション」
「事故防止について」
「応急救護訓練」

●リハビリの基本や健康維持のための運動方法について、参加型の学
びの場方式で楽しくお話いただきます。
▼日時 ５月 15 日（金）午前 10 時～正午
▼場所 市民総合センター３階 小会議室
▼参加費 無料
▼講師 東京都保健医療公社 豊島病院 リハビリテーション科
理学療法士 角田 健 氏
▼対象 概ね 6０歳以上の市民のかた
※申込・問い合わせは、平日午前９時から午後５時まで。

〈障害者地域自立生活支援センター〉
＊申込・問合先 TEL：590-1501・FAX：590-1305

【交流会】
《高次脳機能障害を持つ家族の交流会》

●育児援助を新たにやってみようとお考えのかたや既に登録されて
いるかたは、受講してください。
開

【講演会】
《呼吸器の会》「呼吸リハビリテーション」

講

師

アドバイザー

北多摩西部消防署
白梅学園大学教授
「一時預かり保育」
佐々 加代子氏
保育臨床心理士
「子どもの心の発達と関わり」
坂上 頼子 氏

▼時間 午前 10 時～正午
▼参加費 無料
▼場所 市民総合センター２階 ボランティア・市民活動センター会議室

【第１回ファミサポ会員交流会】
～みんなでバルーンアートを楽しもう～
▼日時 ６月 27 日（土）午前 10 時～正午
▼場所 市民総合センター２階 ボランティア・市民活動センター会議室
▼定員 30 名
▼参加費 無料
※申込・問い合わせは、平日午前９時から午後５時まで。

●高次脳機能障害者を持つ家族のかたが、互いに悩みや体験談を話し
たり、情報交換を行うための交流会を定期的に開催しています。
▼日時 ６月中に開催予定
▼場所 未定（市民総合センター内）
▼対象 高次脳機能障害者と家族のかた
▼参加費 無料
■申込方法 詳細はお問い合わせください。
＊お申込みは武蔵村山市障害福祉課でも受け付けています。

【障害別ピアカウンセリング】
～高次脳機能障害対象のピアカウンセリング新設！～
▼開催日 聴覚：5 月 7 日（木）、6 月 3 日（水）
高次脳：5 月 13 日（水）、6 月 10 日（水）
肢体不自由：5 月 20 日（水）、6 月 17 日（水）
視覚：5 月 27 日（水）、6 月 24 日（水）
▼時間 午後 1 時～4 時
▼参加費 無料
▼場所 市民総合センター１階 自立生活支援センター相談室
▼対象 障害当事者と家族のかた、関係機関のかた等
※申込・問い合わせは、平日午前９時から午後５時まで。

＊４月 10 日までに、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）
八千代の会（Y・Y 倶楽部）
180,000
ＪＨφＮＦＨ
2,809
秋田敏昭
34,057
武蔵村山市交通安全協会伊奈平分会
20,000
匿名 1 件
980
【募金：歳末たすけあい運動】
向山自治会
4,000
川村
500
【使用済み切手・ベルマーク等】
介護老人保健施設アルカディア
東京武蔵村山ライオンズクラブ
緑が丘松の会 中島重子
緑が丘松の会 中西葉代
放課後等デイサービスクローバー
多摩信用金庫残堀支店
ＡＬＳＯＫ双栄株式会社
環境を考える市民の会
有限会社豊泉工務店
第 11 ブロック自治会
シニアメイトサービス
学園自治会 吉澤幹郎

有限会社近藤工事
石田均
水井勝子
武蔵村山市医師会
下村洋子
菅田敏子
りそな銀行村山支店
武内美智子
小野ツヤ子
武蔵村山市役所
阿部睿子
峰岸茂子
櫻井自動車
小山久子
斉藤アキ子
有限会社諸江製作所
内野春美
山口テル子
有限会社高橋工務店
小川和宏
荒畑勝實
日の出ふじみ会
片山亮
大島和子
木下商会
峰岸好行
匿名７件
くわの実
窪田能江
【その他の物品】
まるきや
小林知嘉子
武蔵村山市民生・児
えのき園
武田克己
童委員協議会
オギノ薬品
吉岡雅恵
匿名２件
肉のイシイ
岡崎孝昭
【敬称略・順不同】
フレンズ
俳句会
トヨタ西東京カローラ株式会社様
佳扇会
から車いす 3 台寄贈
目高舎
寄贈いただいた車いすは、本会が行
比留間啓二
っている車いす貸出事業などに活用
青柳友子
させていただきます。
やまぐちはづき
小澤ケイ子

マッサージ
はり ・ 灸

アミュー治療院(昭島本店・立川店)
アミュー在宅マッサージ

治療院ならではの高い技術をご自宅にいながら受けられます

保険適用在宅マッサージ取扱
☆１回 300 円程度（自己負担 1 割の方）
(昭島本店)昭島市美堀町４-２５-８(Ｐ有)
(立 川 店)立川市錦町３-５-４-１０２

（要医師同意）

☎ 042-513-7800

http://www.amu-life.com/medical/

（共通）

訪問美容・在宅カット承ります！
お一人で外出が困難な方の為に福祉美容師がご自宅
や施設に伺ってカット等をさせていただきます。

訪問カット ￥２，７００(消費税込）

☎ ０４２-５６３-８６９９

美容室

くるくるへあー

東大和市奈良橋２-６０３-１-１０３
http://www.kurukuruhair.com

