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※社協ホームページでもご覧いただけます。

ふれあいセンター長峰 ＯＰＥＮ！
長峰地区の「地域の縁側」を目指し、
「ふれあいセンター長峰」を長峰オアシス
（あすか創建敷地内コミュニティスペース/
（ファミリーマート長峰二丁目店の隣）に開設し

ました！

お気軽にお立ち寄りください。
ふれあいセンターって何ですか？

どんなことをしているの
ですか？
集まる方々が主体的に自由
に楽しく過ごしています。
お茶を飲みながら、おしゃべ
りをしたり、軽体操やカードゲ
ームなどをみんなで楽しむこ
ともできます。開所時には、お
世話役としてボランティアが
サポートします。

人と人とを結ぶ‘地域の縁側’
‘交流の
場’です。稲城市社会福祉協議会が設置
し、地域の住民の方がボランティアで運
営しています。稲城市内に長峰地区を含
め 8 か所あります。

利用するにはどうしたら
いいですか？
予約などは必要ありません。
「寄ってみようかな」と思った
時にお立ち寄りください。
登録や利用料金も必要あり
ません。年齢制限もありませ
ん。老若男女すべての方がご利
用頂けます。

開所日：毎週月・水・金曜日
時 間：午前１０時～午後３時
場 所：長峰オアシス
（長峰２－１－１あすか創建（株）敷地内）

＊お問い合わせ先＊
稲城市社会福祉協議会 地域福祉係
☎ ０４２－３７８－３８００
ＦＡＸ ０４２－３７８－４９９９

歳末たすけあいバザー
寄付物品 募集しています
１１月２３日（金・祝）に福祉センターで「歳末たすけあいバザー」を開催しま
す。バザーの収益は全額が稲城市内の福祉活動に活用されます。
稲城社協では以下の内容の寄付物品の募集をしています。
ご協力をよろしくお願いします！

こんな物をお寄せください！

◎子供の衣類やおもちゃ（電池のいらないもの）
◎衣類（汚れが目立つものはご遠慮ください）
◎かばん・靴・ベルト・帽子（使用感の少ない
もの）

◎石鹸、シーツ、タオル、寝具（新品・未使
用のみ）

◎日用雑貨・文房具（新品・未使用のみ）
◎手芸用品（毛糸や布）
◎食品（賞味期限が平成３１年１月以降）
※缶詰・乾物・瓶詰のみです！

◎本・絵本・ＣＤ
◎陶器・調理器具（新品・未使用のみ）

※お預かりできない物
×電化製品
×電池で動くもの
×古すぎる・汚れが目立つ衣類
×左記以外の食品
×日本人形
×額縁などのある絵
×スーツケース
×ゴルフ・スキー用品
×家具・大型用品
×雑誌
×化粧品・薬
＜お願い＞
ご寄附頂いたものの中に、年数が
かなり経過したものや汚れたもの
などがあり、廃棄のための多額の
費用がかかっています。古すぎる
もの、ほつれや虫食い、汚れが目
立つものはご遠慮ください。

回収場所・日時はこちら！
場所

期間

時間

10 月 1５日（月）～11 月９日（金）

福祉センター

午前９時～午後５時

※祝日を除く。
※土・日曜日も受け付けます。

ふれあいセンター

１1 月５日（月）、７日（水）、９日（金）

※以下の６カ所にて集めています。
・矢野口自治会館内

※ふれあいセンター大丸（オーエンス健康プ

・オーエンス健康プラザ内

ラザ内）は５日（月）、８日（木）９日（金） 午前 10 時～午後３時

・稲城老人会館内

のみ受け付けます。

・平尾小学校内
・ジョイハウスたまがわ集会室
・向陽台小学校内

平尾出張所
若葉台出張所
総合体育館

11 月５日（月）～９日（金）
午前９時～午後５時

第二文化センター
第三文化センター
第四文化センター
城山文化センター

11 月６日（火）～９日（金）

ボランティアセンターからの活動レポート
東京ヴェルディ

サッカー観戦に招待して頂きました
参加者の声

稲城市では平成１９年９月から 65 歳以上の方

一人では来る機会のない「味の素スタジアム」

がボランティアとして介護支援を行った場合に

に足を運ぶ貴重な機会です

ポイントを付与し、これに対して交付金を交付
する制度（介護支援ボランティア制度）を実施

「テレビ観ているのと、実際に観戦するの

しています。この活動ポイントが５０００ポイ

とは違う。新しい体験ができてうれしい」

ント以上の方（年間５０回以上活動されている
方）に、毎年、東京ヴェルディのサッカーの試

「芝生を歩いたり、こんなに身近に選手をみ

合観戦とピッチ見学ツアーご招待券のプレゼン

ることができて、いい思い出になりました」

トがあります。これを楽しみに活動に励んでい
らっしゃる方もいます。
「介護支援ボランティア」にご興味ある方はぜ
ひ右記までお問い合わせください！

お問い合わせは
稲城市社会福祉協議会 地域福祉係
電 話：０４２－３７８－３８００

イ ン フォ メ ー ショ ン

●○助成金情報○●
赤い羽根共同募金
平成３０年度 地域配分（B 配分）
赤い羽根共同募金運動により、市内でお寄せい
ただいた寄付金の一定割合を地域で活用すること
を目的として、地域性の高い施設・団体が行う具

◆◇イベント情報◇◆

歳末たすけあいバザー
▽ 開 催 日 時：１ １ 月 ２ ３ 日（ 金・祝 ）
午 前 10時 ～ 午 後 2時
（ 開 場 は 午 前 10時 で す ）

▽場所：稲城第一中学校
体育館・校庭

体的な事業に対して助成を行います。
稲 城 市 百 村 23番 地
▽助成対象：市内に所在し、事業の開始から１年
▽内容：バザー・模擬店
以上を経過している下記のいずれかに該当する施
設・団体
① 社会福祉法人、社会福祉事業を行う特定非営
お問い合わせは
利活動法人などの非営利法人が運営する施設・
稲城市社会福祉協議会ボランティアセンター
団体
電 話：０４２－３７８－３８００
ＦＡＸ：０４２－３７８－４９９９
② 法人格は有していないが、すでに社会福祉事
業運営の実績があり、行政、社会福祉協議会等
から定期的に助成を受けている施設・団体
③ その他、地域福祉の推進を目的とする団体で
稲城地区配分推せん委員会に認められたもの
目の不自由な方へ
▽助成対象事業：平成３１年度（次年度）に実施
点訳・音訳ボランティアグループのご協
する事業
力により「本紙の点訳物・音訳ＣＤ」を
① 備品整備：利用者の生活のためのもの、地域
お届けします。
住民の防災・災害時に使用するもの
② 小破修理：利用者が使用する建物のドア、窓、
◇ １０月のプチハンズ ◇
備品などの小規模な修理
③ 研修・講習会など：利用者日常生活訓練・社
プチハンズは、ボランティアの方が講師と
会生活訓練、生活向上、利用者や地域住民対象
なり、毎月 1 回行なっている手芸の講習会
の防災のための講座など
です。どなたでも、お気軽にご参加ください。
▽助成金額：１０万円～３０万円
今回は「クリスマスのポーチ」です。
※施設・団体の自己負担が２５％以上必要
※助成金の申請額が１０万円未満の場合は要相談
▽応募締切：１０月２６日（金）必着
▽応募方法：所定の申請書及び必要書類を下記ま
でご提出ください。
（ホームページからダウンロ
ード可）
▽お申し込み・お問い合わせ：
東京都共同募金会稲城地区配分推せん委員会
日 時：１０月２４日（水）
（事務局：稲城市社会福祉協議会）
午後１時３０分～
〒２０６-０８０４ 稲城市百村７番地
会 場：福祉センター
電話：０４２－３７８－３８００
持ち物：裁縫道具
FAX：０４２－３７８－４９９９
※材料費が若干かかります。
U R L：http://inagishakyo.org
E メール：vc@inagishakyo.org

