町田市社会福祉協議会

口1覧
みなさまがお住まいの地域に 出張"し て行う講演 と体験型プ ログラムです。
下83の 内容からご希望のテーマをお選びいただき、みなさまのご都合に合わせて
開催 します。ぜひ、 この機会 にご利用ください。

◆開催日時:弩和0年1卿 11

午前 9時 〜午後 9時

3日 年1●のに秦藝腱

(講 演内容により 1時 間〜 2時 間程度)

がごさいます。
※講師の都合 により夜間 の時間帯 および 日程 を調整させていただ くこと

◆対象 :市 内の町内会・ 自治会、地域 の活動団体等
◆内容 ※実施方法 についてはぜひ ご相談 <だ さい。
実施方法 について
1。

防災のまち ①防災講演会
づくり

②防災点検まちあるき

オ ンラ イ ン実施 可

町田災害
ボランテ イアの会

ご相談くださ い

③避難所運営ゲーム (HUG)
2。

福祉 の制度
や仕組 みを

①遺言や相続、成年後見制度
について

知る

②福祉サポー トまちだに
ついて
防災点検 まちあるき
点検 ポイン トをま とめて いる様子

ご相談ください

成年後見センター :
リーガルサポー ト

オンライ ン実施可

東京支部
町田市社会福祉
協議会相談支援課

オ ンラ イ ン実 施 可

※新型 コロすウイルス感染症 の影響
により、延期・ 中止 になる場合が
あります。
問い合わせ・ 申 し込み】
【
町田市社会福祉協議会 地域福祉課
丁EL 042‑722‑椰

FAX 042‑723‑4281

町田市原町田 4‑9‑8
町田市民フォーラム 4階

出張講演会7ロ グラム
●■1鴫 栞りまうつく￨,￨】

講師 町田災害ボランテ イアの会
「 いつか 来る、その時のため に」〜顔 が見える防災とご近所 の絆〜

① 防災請演会
大規模災害が起きた時に一番大切なことは、自分の「 命を守りぬ <こ と」です。災害に
よる被害を最小限に食い止め るのも、私達 一人 ひとりの心 づもりや備えにかか つていま
す。ます災害について知 り、日ごろからするべ きことを一緒 に考えていきま しょう。
地域のつなが りを考え、地域みんなで取 り組む際のヒン トになる講演会です。

② 防災点検まちあるき

も しも町田で大地震が発生 したら・ 00こ んな所が危険、あそこは避難場所に使える等、
自分の住んでいる地域を実際に歩いて点検を し、みんなで話 し合いながら、防災に強い
まち づ くりについて共に考えます。

③ 避難所運営ゲーム

(HUG)

避難所運営を皆で考えるもので す。避難者それぞれの事情
が書かれたカ ー ドを、避難所の体育館に見立てた平面図に
どれだけ適切に配置できるか、また避難所で起 こる様 反な
出来事にどう対応 してい <か を模擬体験 します。参加者の
絆 が深まるゲ ームです。
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① 遺言や相続、成年後見制度について
諸 ET 成年後見センタ ー・

リーガルサポ ー ト東京支部
今後、自分の財産をどうしてい った らよいのか、また、認知症状が出てきた り、障がいな
どによ って判断する能力が十分でな <な つた りしても、地域で安 ′
bし て暮 らせるよう、ご
本人を法律的に支援する制度や手続き、準備の方法について学びます。 これか らに備えて
ぜひ知 ってお きたい内容で す。※参加者の方には、エンデ ィングノー トを差 し上げます。

② 福祉サポー トまちだについて
講師 福祉サポ ー トまちだ職員 (町田市社会福祉協議会 )
ー
福祉サポ トまちだでは、認知症状や障 がいのある方が住み慣れた地域で安心 して暮 ら し
ていけるように、福祉サ ー ビスの利 用や契約、財産管理などに関する相談を受け付けてい
ます。特に在宅生 活を送 つている方を支援する地域福祉権利擁護事業について D∨ Dを 見
なが ら学びます。
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※内容についての詳細、 ご不明な点など
表面のお問い合わせ先 へ ご連 絡くださ い。
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1:【 防災のまちづくり】

1.【 防災のまちづくり】

① 防災講演会
希望す る内容
(い ずれか
一つに○)

人

(Z00M希 望□

)

① 防災講演会

(Z00M希 望□

)

② 防災点検まちあるき

② 防災点検 まちあるき

③ 避難所運営ゲーム (HUG)

③ 避難所運営ゲーム (HUG)

2.【 福祉の制度や仕組みを知る】

2.【 福祉の制度や仕組みを知る】

①遺言や相続、成年後見制度に
ついて
(Z00M希 望□)

①遺言や相続、成年後見制度に

②福祉サポ‐ 卜まちだについて
1
(Z00M希 望□)

②福祉サポー トまちだについて
(Z00M希 望□)

つ いて

(Z00M希 望□)

*受 け付け後、 ご記入 いただいた連絡先へ ご連絡 をいたします。
*l① 、 2①・② については(ZoOM開 催が可能ですので、ご希望す る際は (Z00M希 望□)
に○チェックを付けてください。なお、開催方法 についても遠慮なくご相談 ください。
*都 合 によ り第一希望 に添えないこともございますので、必ず第二希望まで ご記入 ください。
*新 型 コロナウィルス感染症 の影響 により、延期・ 中止 になる場合があります。
お問い合わせ・ 申 し込み
町田市社会福祉協議会 地域福祉課
電話 042‑722‑4898 FAX 042‑723‑4281
町田市原町田 4‑9‑8
町田市民 フォー ラム 4階

