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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
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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：590-1477・FAX：590-1252

＊申込・問合先 TEL：590-1270・e-mail：shinshou-m@mmshakyo.jcomoffice.jp

【平成 28 年度 手話講習会】

【介護予防教室】「ひとりで作る楽々ごはん」

①初級手話講習会（全 30 回）

▼日時 ５月 19 日（木） 午前 10 時～午後１時
▼場所 市民総合センター２階 調理室
▼講師 コンシュマー技術教育研究会 消費者アドバイザー 福岡 ひとみ 氏
▼対象 65 歳以上の市民のかた
▼参加費 材料費 500 円
▼定員 20 名（応募者多数の場合は抽選）
▼締め切り ５月 10 日（火）
▼持ち物 エプロン、三角巾、お手拭タオル

▼日時 ６月 15 日(水)から毎回水曜日 午後７時～9 時
▼申込資格 市内在住又は在勤で、手話未経験のかた

②中級手話講習会（全 30 回）
▼日時 ６月 15 日(水)から毎回水曜日 午前 10 時～正午
▼申込資格 市内在住又は在勤で、初級を修了、又は同程度のかた

③上級手話講習会（全 30 回）
▼日時 ６月 16 日(木)から毎回木曜日 午前 10 時～正午
▼申込資格 市内在住又は在勤で、中級を修了、又は同程度のかた
＊6 月２日(木)午前 10 時から手話実技の面談があります。

【介護者交流会】

≪①②③各講習会共通≫

▼日時 ５月 10 日（火）午後１時 30 分～３時
▼参加費 無料
▼場所 市民総合センター３階 中会議室
▼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 介護をされているかた・経験者・介護に関心がある市民のかた

▼場所 市民総合センター３階
▼受講料 ①テキスト代のみ 1,620 円、②③ 無料
▼定員 ①② 20 名、③ 15 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２日（月）～31 日（火）
■申込方法 メール又は往復はがきに①～⑤の項目を記入
①希望クラス ②氏名（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
⑤手話学習経験（場所・年数）
■申込先住所 武蔵村山市学園 4-5-1 身体障害者福祉センター

【交流会】
《呼吸器の会》「呼吸リハビリについて」
▼日時 ５月 26 日（木）午前 10 時 30 分～11 時 30 分
▼場所 村山団地高齢者見守り相談室（緑が丘 1460 45 号棟）
▼参加費 無料
▼対象 呼吸器疾患をお持ちの 60 歳以上の市民のかた・家族のかた

【介護予防】「絵手紙教室」
▼日時 ６月 23 日（木）午前 10 時～正午
▼場所 市民総合センター２階 ボランティア・市民活動センター作業室
▼講師 日本絵手紙協会公認講師 関根 美智子 氏
▼対象 65 歳以上の市民のかた（初めて参加のかた優先）
▼定員 20 名（応募者多数の場合は抽選）
▼締め切り ６月 15 日（水）
▼参加費 無料

※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

【子育て援助活動講習会】＊保育あります。
開

催

日

5 月 12 日(木)
5 月 13 日(金)
5 月 16 日(月)
5 月 17 日(火)

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」
「子どもの心の発達と関わり」
「保育の心」

講

師

※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。

アドバイザー

〈障害者地域自立生活支援センター〉

北多摩西部消防署
保育臨床心理士
保育関係者

＊申込・問合先 TEL：590-1501・FAX：590-1305

▼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
▼対象 ファミサポ会員及び育児援助活動に関心のあるかた

【ファミサポ会員交流会】～作って食べてみんなで遊ぼう!!～
▼日時 ７月 2 日（土）午前 10 時～正午
▼場所 市民総合センター２階 調理実習室
▼参加費 無料
▼定員 20 組
▼持ち物 エプロン、三角巾

【障害別ピアカウンセリング】
▼開催日 聴覚：５月６日（金）、６月１日（水）
高次脳：５月 11 日（水）、6 月８日（水）
肢体不自由：5 月 18 日（水）、6 月 15 日（水）
視覚：5 月 25 日（水）、6 月 22 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、月～金曜日の午前９時から午後５時まで。

※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。

＊平成２８年２月 1 日から３月３１日の間に、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） 北部地域包括支援センター
公益社団法人東京都宅地建物取引業協会立川支部
りそな銀行村山支店
(創立 50 周年記念チャリティ)
10,000
有限会社島田材木店
ＪＨφＮＦＨ
2,833
多摩信用金庫残堀支店
小竹重雄
2,016
武蔵村山市ソフトボール協会
匿名２件
31,401
手話サークルてわの会
【使用済み切手・ベルマーク等】
税理士法人さくら会計オフィス
株式会社狭山観光サービス
環境を考える市民の会
武蔵村山市民生・児童委員協議会
ALSOK 双栄株式会社
NPO 法人シニアメイトサービス
有限会社高橋工務店

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

マッサージ
はり ・ 灸

武蔵村山市役所
NPO 法人クローバー
日の出ふじみ会
岡本整骨院
櫻井自動車
グループ目高舎
株式会社タイラ
ちかま医院
本比園製茶
肉の石井

まるきや
フレンズ
くわの実
小町美佐子
宮崎美智子
桑原とよ子
佐々木浩行
山本ケサノ
小田理英
竹内鋭夫

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

川野益弘
小山久子
小竹重雄
岡譲
石田均
吉岡雅恵
武田克己
菅田敏子
上野順枝
山内テイ

藤本薫子
岡部千恵子
牛島照美
匿名 6 件
【その他の物品等】
小田理英
大平郁子
竹内鋭夫
野本千賀子
岡本整骨院
匿名１件
明治安田生命瑞穂営業所 【敬称略・順不同】

トヨタ西東京カローラ株式会社様
から災害ボランティアビブス寄贈

こんな時に
便利です！

お墓参り! 帰郷! 観劇！
レジャー！ 通院!

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

医療保険適用在宅マッサージ
☆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）

◆◆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）

☎ ０８０－３３４０－９８６８

