高

高齢者関係施設

障 障害者関係施設
児 児童関係施設
他 その他施設

⑬

④
②

⑩

⑰⑥

東京都社会福祉協議会の
東京都高齢者福祉施設協議会が主催している、
東京都内の福祉施設の PR キャンペーンです。

⑦

⑫

③

東村山市内社会福祉法人連絡会では、
「つながれ ひろがれ ちいきの輪 in TOKYO」
の一環として、市民の皆さんが参加できる
施設見学やイベントを行います。
ぜひお気軽に各施設へお越しください♥

⑲

⑨
⑮⑭

①

⑱

⑧

⑤⑪
⑯
⑬はるびの郷 高 （秋津町 1-32-18）
⑭第二万寿園 高 （富士見町 2-1-2）
⑮万寿園 高 （富士見町 2-1-3）
⑯東村山福祉園・希望の郷東村山 障 （萩山町 1-35-1
⑰秋津療育園 障 （青葉町 3-31-1）
⑱グリーンボイス 高 （萩山町 3-31-1）
⑲グループホーム宝亀 高 （恩多町 1-39-1）

①あゆみの家成人部・スマイル 障
（富士見町 1-5-13）
②コロニー東村山 障 （秋津町 2-22-9）
③青葉の杜 高 （青葉町 2-26-1）
④白十字ホーム 高 （諏訪町 2-26-1）
⑤救護施設村山荘 他 （富士見町 2-7-5）
福祉事業センター 障
ハトホーム 高

⑥平成の里 障 （青葉町 3-30-7）
⑦花さき保育園 児 （青葉町 4-1-1）
⑧グループホームはぎやまはうす 高 （萩山町 3-21-26）
⑨久米川保育園 児 （萩山町 5-6-1）
⑩八国山保育園 児 （野口町 1-5-6）
⑪救護施設さつき荘 他 （富士見町 2-8-2）
⑫東たいてん保育園 児 （多摩湖町 1-14-2）

こんにちは！東村山市内社会福祉法人連絡会です
「東村山市内社会福祉法人連絡会」とは、市内の社会福祉法人が連携し、
社会福祉法人だからこそできる地域活動を考え、実行する組織です。
都内で全法人が加盟する会を作ったのは、東村山市が都内初！
昨年１０月からは、全法人で相談事業「暮らしの相談ステーション」をスタートしました。
どうぞご利用ください。

パネル展

みなさんの身近にある
市内社会福祉法人の活動紹介です！

10/22（月）～26（金）９：００～１６：００
（22 日は 13:00～16:00、26 日は 9:00～12:00）

会場；市役所いきいきプラザ１階ロビー

イベント

オープン施設
普段は中々見られない施設を公開！
学生の皆さんの見学もお待ちしています！

施設で行う行事や講演会に
参加できます！
フリマやカフェもありますよ♪

★オープン施設★福祉施設を見学できます。ご希望の方は前日までにご連絡ください。
１４日（金） １４：００～１５：００「あゆみの家成人部」「スマイル」

発 行 平成３０年９月 東村山市内社会福祉法人連絡会
問合せ 東村山市内社会福祉法人連絡会 事務局（東村山市社会福祉協議会内）
TEL 042-394-6333 FAX 042-393-0411 E-mail houjin@hm-shakyo.or.jp

詳しくは
下記・中面を
どうぞ★

放課後等デイサービス スマイル
児童発達支援事業 ひまわり

（富士見町①）

社会福祉法人 いずみ「あゆみの家成人部」「スマイル」☎042-306-3072（担当：平野）
（町名○）内の数字は、４面の地図上で施設の場所を表しています。

★オープン施設★

福祉施設を見学できます。
ご希望の方は、前日までにご連絡ください。

♥イベント♥

どなたでも参加できるイベントや講習会などです。

８日（土） １０：００～ 『コロニー祭り』
1 日（月） 「コロニー東村山」（秋津町②）（以降随時受け付けます。ご連絡の上、日程調整します）

模擬店、食堂、ステージ等

社会福祉法人 東京コロニー「コロニー東村山」（秋津町②）☎042-394-1111（担当：星）

社会福祉法人 東京コロニー「コロニー東村山」☎042-394-1111（担当：星）

６日（日） １１：００～１３：２０

６日（土） １０：３０～１１：１５ 「青葉の杜」（青葉町③）

『いきいき健康講座』

簡単な家庭でできる運動。事前申込み必要（お問い合わせください） ※昼食付き（400 円）
社会福祉法人 東京蒼生会「万寿園」（富士見町⑮）☎042-391-9246（担当：松田）

社会福祉法人 七日会「青葉の杜」☎042-390-3401（担当：山本）

１４日（日） １０：５０～１２：３０ 「白十字ホーム」（諏訪町④）

１１日（木） １０：００～１４：００

社会福祉法人 白十字会「白十字ホーム」☎042-392-1375（担当：鈴木）

２２日（月）～２６日（金） １３：００～１５：００ 「救護施設 村山荘」（富士見町⑤）
社会福祉法人 村山苑「救護施設 村山荘」☎042-391-1262（担当：手塚・星野）

地域のボランティアで運営されている広場です。会場；萩山公民館
社会福祉法人 慈光会「久米川保育園」（萩山町⑨）☎042-394-4032（担当：村野）
１３日（土） １０：００～１４：００

２３日（火） １０：００～１１：００ 「平成の里」（青葉町⑥）
社会福祉法人 東村山けやき会「平成の里」☎042-397-5966（担当：浅川）

『萩山親子のひろば どんぐり』

『AUTUMN FESTIVAL2018』

ステージ、模擬店、移動水族館等

東京都社会福祉事業団「東京都東村山福祉園」「希望の郷東村山」（共催）
（萩山町⑯）☎042-343-8141

２３日（火） １３：３０～１５：００ 「福祉事業センター」（富士見町⑤）
社会福祉法人 村山苑「福祉事業センター」☎042-395-3636（担当：臼田・長谷川）
２５日（木） １1：００～１１：３０ 「花さき保育園」（青葉町⑦）

１３日（土）１４日（日）【１】 ／２７日（土）２８日（日）【２】

『秋津療育園文化祭』

園の活動紹介、作品の展示をしています。会場；
【1】明治薬科大学【2】青葉町地域センター（青葉町）
社会福祉法人 天童会「秋津療育園」（秋津町⑰）☎042-391-1377

１４日（日） 『第６回八国山フリーマーケット』 どなたでも参加できます。模擬店・アトラクションあります。
社会福祉法人 白十字会「白十字ホーム」（諏訪町④）☎042-392-1375（担当：鈴木）

社会福祉法人 土の根会「花さき保育園」☎042-394-9976（担当：熱海）

２６日（金） １０：００～１１：００ 「グループホームはぎやまはうす」（萩山町⑧）

１５日（月）

社会福祉法人 東村山けやき会「グループホームはぎやまはうす」☎042-396-8868（担当：青木）

３０日（火） １０：００～１０：３０ 「久米川保育園」（萩山町⑨）
社会福祉法人 慈光会「久米川保育園」 ☎042-394-4032（担当：村野）

『ほっと喫茶』

認知症の方を介護されているご家族や、在宅介護でお悩みの方の語らいの場です。
社会福祉法人 緑風会「介護老人保健施設グリーン・ボイス」（萩山町⑱）☎042-392-8611

２５日（木）１０：００～１１：００ 『おはなしコンサート』 (オープン施設見学会 同日開催)
ほんわかマミーズによる歌や楽器演奏。昨年も大好評でした。前日までに電話申込みください。
社会福祉法人 土の根会「花さき保育園」（青葉町⑦）☎042-394-9976（担当：熱海）

３０日（火） １０：３０～１２：３０ 「ハトホーム」（富士見町⑤）
社会福祉法人 村山苑「ハトホーム」☎042-393-7574（担当：岡野）
・

３０日（月）１０：３０～１５：００ 『ハトホーム交流サロン「暮らしの談話室」』(オープン施設見学会 同日開催)
脳活性化プログラム体験、日常の困りごと相談など。希望者には昼食（300 円）をご用意します。

９日（金） １０：００～１１：００ 「八国山保育園」（野口町⑩）
社会福祉法人 ユーカリ福祉会「八国山保育園」 ☎042-391-0128（担当：金澤）

社会福祉法人 村山苑「ハトホーム」（富士見町⑤）

８日（木）１０：００～１２：３０ 「救護施設さつき荘」
社会福祉法人 村山苑「救護施設さつき荘」（富士見町⑪） ☎042-396-2244（担当：田島）

１２日（月） １０：００～１１：００ 「東たいてん保育園」（多摩湖町⑫）
社会福祉法人 大典福祉会「東たいてん保育園」☎042-394-4353（担当：山中）

１日（木）～２７日（火） 『秋津療育園文化祭』 作品の展示と紹介をしています！／療育園玄関ロビー
社会福祉法人 天童会 「秋津療育園」（秋津町⑰）☎042-391-1377
８日（木）１０：００～１２：３０ 『お楽しみ食事会』 (オープン施設見学会 同日開催)

♥イベント♥

＜継続開催です＞

どなたでも参加できる
イベントや講習会などです。

毎月第３月曜日 １０：００～１２：００ （通年） 『ふらっとカフェ』

社会福祉法人 村山苑「救護施設さつき荘」（富士見町⑪）

☎042-396-2244（担当：田島）

１９日（月） 『ほっと喫茶』

地域の方や認知症に不安がある方、ご家族、みんなが気軽にふらっと寄ってお茶を楽しみながら、
情報交換のできる憩いの場所です。
社会福祉法人 はるび 「はるびの郷」
（秋津町⑬）☎042-397-5511

９月１日（土）～毎週土曜 １４：００～１４：３０ 『健康体操教室』
転倒予防の体操（初心者向け）／参加費無料、申込み不要です。
社会福祉法人 東京蒼生会 第二万寿園（富士見町⑭）☎042-394-4855（担当

さつき荘グラウンドで利用者の皆さんと一緒に協力し調理をして会食をします（雨天時は食堂）
オープン施設見学会も同日開催！お問い合わせください。

認知症の方を介護されているご家族や、在宅介護でお悩みの方の語らいの場です。
社会福祉法人 緑風会「介護老人保健施設グリーン・ボイス」（萩山町⑱）☎042-392-8611

１９日（月）１２：００～１３：００ 『つなひろランチ』 ふらっとカフェのランチ版です。※参加費 200 円
社会福祉法人 はるび「はるびの郷」（秋津町⑬） ☎042-397-5511
２３日（金） 時間未定 『水車苑まつり』

齊藤）

１０月１４日（日）～２月１８日（日） 日曜開催、全１６日間 『介護職員初任者研修』
9/1 より受付。講義、演習にる講座（資格取得可能）。研修費、テキスト代がかかります。
社会福祉法人 東京蒼生会 第二万寿園（富士見町⑭）
（寿デイサービスセンター等にて開催）

会場；恩多水車苑 紅葉狩りと茶席をおこないます！
社会福祉法人 梨世会「グループホーム宝亀」（恩多町⑲）☎042-397-5511

２４日（土）１４：００～１５：３０ 『認知症を知ろう！認知症サポーター養成講座』
社会福祉法人 村山苑「救護施設村山荘」
（富士見町⑤） ☎042-393-7574（担当：ハトホーム 岡野）

