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お 知 ら せ

〈南部地域包括支援センター〉

★

〈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

＊申込・問合先 TEL：590-1477・FAX：590-1252

【講演会】
《呼吸器の会》
「知っていますか？肺炎のはなし」 【講習会】
～障害者のかたの調理実習「村山かてうどん」を作ろう！～

●毎年恒例の呼吸器科医師による講演会です。今年は、昨年 10 月よ
り定期接種となった「肺炎球菌ワクチン」についてなど、知ってい
る様で知らなかった「肺炎」について、わかりやすくお話していた
だきます。お気軽にご参加ください。
▼日時 ７月４日（土）午後２時～３時
▼場所 市民総合センター３階 集会室
▼講師 独立行政法人 国立病院機構 東京病院
呼吸器センター部長 松井 弘稔 氏
▼対象 概ね 6０歳以上の市民のかた
▼参加費 無料

●作り方は講師の皆さんが優しく丁寧に教えてくれます。
▼日時 ７月 1８日（土）午前 10 時～午後 1 時 30 分
（集合は 9 時 30 分です）
▼場所 市民総合センター２階 調理実習室
▼講師 村山うどんの会の皆さん
▼定員 先着 16 名
▼参加費 500 円
▼対象 市内在住の障害者と家族のかた、関係機関のかた
▼持ち物 エプロン、三角巾（バンダナ可）
、ふきん 2 枚、靴下着用
でご参加ください。

【介護予防】「シニアと子どもの夏休み交流工作教室」
●夏休みに入った子ども達と、シニア世代の皆さんの交流工作教室を
行います。釘とかなづちを使って、
「煙突がついた家型の木箱」を
作ります。工作をした経験のないかたや、お子さんでも大丈夫です。
▼日時 ７月 28 日（火）午前 10 時～正午
▼場所 市民総合センター３階 実習室
▼講師 東京土建 村山大和支部
▼対象 概ね 60 歳以上の市民及び、小学生から大学生までのかた
▼定員 20 名（応募者多数の場合は抽選）
▼締め切り ７月 17 日（金）
▼参加費 500 円（材料費）

【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：７月１日（水）、８月５日（水）
高次脳：７月８日（水）、８月 12 日（水）
肢体不自由：７月 15 日（水）、８月 19 日（水）
視覚：７月 2２日（水）、８月 2６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。

【夏ボラ】
「～お年寄りと共に生きる～体験ボランティア」

〈受験生チャレンジ支援担当〉

●これからの高齢社会に向け、子どもや若者ができることを一緒に考
えてみませんか。車いす、高齢者疑似体験セットを使って、お年寄
りへの思いやりや気づかい、助け合いの心を育てましょう。
▼日時 ７月 22 日（水）午前 10 時～正午
▼場所 市民総合センター３階 集会室
▼対象 小学生から 20 歳までのかた
▼その他 参加者は、ボランティア保険（300 円）
に加入が必要。

＊申込・問合先 TEL：566-0061・FAX：566-0253
東京都

受験生チャレンジ支援貸付事業

塾・夏期講習
東京都がお子様の進学を支援する制度です。
●塾費用を無利子で貸付け…20 万円限度
●受験料を無利子で貸付け…
中学３年生…１校 23,000 円を限度に、４校分 27,400 円限度
高校３年生…１校 35,000 円を限度に、３校分 105,000 円限度
●合格し進学すれば、免除申請により全額返済免除となります！
※別途収入基準等の利用要件あり。市役所・出張所・地区会館・図書
館・郵便局にパンフレット（ブルー）あり。
●利用希望のかたは、電話で来所日時を予約してください。

※申込・問い合わせは、平日午前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 1 回サポート会員事例検討会】
●サポート会員同士で、日頃行っている活動について発表し合い、
交流を深めたり、小物づくりを楽しみましょう。
▼日時 ７月９日（木）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・市民活動センター作業室

※申込・問い合わせは、平日午前９時から午後５時まで。

【第２回ファミサポ会員交流会】～和太鼓をたたいてみよう～

エコ丸信株式会社様から
トイレットペーパー1,000 個寄贈

●夏休みのひととき、和太鼓に汗を流してみませんか。入り天神太鼓保存会の
皆さんが、和太鼓のたたき方を教えてくれますよ。会員のご家族や友人、
事業に関心のあるかた、お誘い合わせてご参加ください。
▼日時 ８月８日（土）午前 10 時～正午（当日参加も可）
▼参加費 無料
▼場所 市民総合センター３階 学習室 ※申込・問い合わせは、平日午前９時から午後５時まで。

寄贈いただいた
トイレットペーパー
は、地域福祉事業に
活用させていただき
ます。
ありがとうござ
いました。

＊６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）
ＪＨφＮＦＨ
2,813
鈴木知之
100,000
安武マサ子
450
大南寿会
1,234
建設ユニオン多摩
5,900
【使用済み切手・ベルマーク等】
武蔵村山市民生・児童委員協議会
武蔵村山市立第二小学校ＰＴＡ
教育を支援する市民の会
しののめ地区福寿会
ＡＬＳＯＫ双栄株式会社
武蔵村山少年少女合唱団

緑が丘松の会 野崎初枝
緑が丘松の会 鈴木静枝
有限会社高橋工務店
株式会社大岸ホーム
比留間設備工業所
ちかま医院
第二えのき園
学園自治会
武蔵村山市役所
乙幡石材店
エコ丸信株式会社
学園自治会 吉澤幹郎
武蔵村山市医師会

目高舎
くわの実
見延寿昭
曽山恵美子
大嶋正子
鈴木由利子
川野益弘
山﨑智代
小山久子
長塩敏子
本山恭子
須藤清子
菅野すゑ

宮崎由美子 長山博敏
武田克己
小林勤
野村シゲ子 山本ケサノ
宍戸孝三
長田設子
内野龍一
武藤艶子
清水優心
匿名３件
柳安紀子
【その他の物品】
明治神宮崇敬会武蔵村山支部
エコ丸信株式会社
匿名３件
【敬称略・順不同】
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お墓参り! 帰郷! 観劇！
レジャー！ 通院!

こんな時に
便利です！

◆◆病院へ救急搬送後の帰宅でお困りの時、お電話ください！◆◆

介護タクシー

ビットストン㈱

東 大 和 市 芋 窪 2-1933-6

（当日依頼可）
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