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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

第２０１号〔４〕

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》
「高齢者に多くみられる呼吸器疾患」

【講習会】
《障害者のかたのお菓子づくり》

▼日時 ７月８日(土)午後２時～３時
▼場所 特別養護老人ホームむさし村山苑１階 つどいの間
▼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
臨床研究部長 松井 弘稔 氏
▼対象 概ね 60 歳以上の市民のかた
▼参加費 無料

～パンナコッタ(ピーチ味)をつくろう！～
▼日時 ７月 29 日(土) 午前 10 時～正午
＊集合：市民総合センター1 階喫茶コーナー「茶花」前に午前 9 時 30 分

▼場所 市民総合センター２階 調理実習室
▼講師 シャトー洋菓子店 中山 新太郎 氏
▼対象 市内在住の障害者(18 歳以上)と家族、関係機関のかた
▼定員 先着 20 名
▼参加費 500 円
▼持ち物 エプロン、三角巾(バンダナ可）
、ふきん１枚

【介護者交流会】勉強会「映画を観よう」
●認知症の人や家族の日常をユーモラスに描いた映画を鑑賞します。
▼日時 ７月 11 日(火)午後２時～４時
▼場所 市民総合センター３階 集会室
▼参加費 無料
▼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

※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〉

英語で遊ぼう！「～オリンピック会場へはどう行きますか？～」

＊申込・問合先 TEL：590-5723・FAX：566-0253

●簡単な英語を学びながら、高齢のかたと交流するイベントです。
▼日時 ７月 26 日(水)午前 10 時～11 時 30 分
▼場所 市民総合センター３階 集会室
▼参加費 無料
▼対象 小学生から 20 歳までのかた

【第１回ファミサポ会員交流会】
～ゲーム＆クッキング～
●小さなお子さんも参加できる簡単なおやつ（「お絵かきホットケー
キ」他メニューは当日のお楽しみ‼）を作って食べたり、チーム対
抗ゲームなどで楽しいひと時を過ごしましょう。
▼日時 ７月８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
▼対象 会員とその家族及び事業に関心のあるかた
▼定員 先着 20 組
▼参加費 無料
▼持ち物 エプロン、三角巾

【介護予防】「シニアと子どもの夏休み交流工作教室」
●釘とかなづちを使って、木工作品の「ペンスタンド」を作ります。
▼日時 ７月 31 日(月)午前 10 時～正午
▼場所 特別養護老人ホームむさし村山苑１階 つどいの間
▼講師 東京土建 村山大和支部
▼対象 概ね 60 歳以上のかたと小学生から大学生までの市民のかた
▼定員 20 名(応募者多数の場合は抽選)
▼締め切り ７月 14 日(金)
▼参加費 500 円(材料費)
▼持ち物 幅 30cm×奥行 14ｃｍ×高さ 12ｃｍの作品が入る袋

※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。

〈地域福祉支援担当〉
＊申込・問合先 TEL：566-0061・FAX：566-0253

※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。

【笑って学べる講演会】
〈受験生チャレンジ支援担当〉

「落語で学ぶ

＊申込・問合先 TEL：566-0061・FAX：566-0253

●遺言と家族をテーマの創作落語と、成年後見制度の
概要とエンディングノートの講演です。人生を悔い
なく自分らしく生きるため、想いを残すために学んでみませんか。
▼日時 ７月 26 日(水）午後２時～４時
▼場所 市民総合センター３階 集会室
▼講師 行政書士・社会人落語家 生島 清身 氏(高座名 天神亭きよ美）
▼定員 先着 50 名
▼参加費 無料

【東京都

受験生チャレンジ支援貸付事業】

中学３年生・高校３年生又はこれに準じるかた
●塾費用・受験料を無利子で貸付（上限あり）
●合格し進学後に申請すると、全額返済免除となります！
※別途収入等の利用要件あり。
●利用ご希望のかたは、電話で日時を予約のうえご来所ください。

笑ンディングノートと成年後見」

※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 2９年４月 1 日から５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）
鈴木知之
100,000
ＪＨφＮＦＨ
2,861
武蔵村山市肢体
不自由児者父母の会
408
東京土建一般労働組合
村山大和支部
58,434
齋藤繁
2,000
志賀興業株式会社
200,000
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【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
介護老人保健施設アルカディア
訪問看護ステーションゆいまーる
西部地域包括支援センター
武蔵村山市立第二小学校ＰＴＡ
武蔵村山市民会館指定管理者
第 11 ブロック自治会
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山
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NPO 法人クローバー
ALSOK 双栄株式会社
村山運送株式会社
りそな銀行村山支店
有限会社高橋工務店
ちかま医院
武蔵村山市
株式会社タイラ
榎本畳店

地
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長嶋屋
まるきや
伊藤千佳子
戸津ヨシ子
深山恵美子
小町美佐子
永瀬アヤ子
渡辺幸子
須藤清子

祉
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楠元由紀
小田理英
佐藤秀夫
冨田一
濱本初代
上田秦三
山本悦子
佐藤元
河島良政

を

応

清水優心
匿名 11 件
【その他の物品】
明治神宮崇敬会武蔵村山支部
介護老人保健施設アルカディア
齋藤繁
竹内鋭夫
古渡精
【敬称略・順不同】
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