recruit members

社協会員とは、社協事業に賛同し、支えていただく個人、法人、
企業の皆様のことです。多くの方に会員として参加していただく
ことで、各種福祉事業の発展につながります。誰でも、いつでも
参加できる社会参加のひとつとして、会員加入にご理解いただ
き、ご協力をお願いします。
あきる野市社協 会費種別及び年会費
◆ 個人会員
◆ 団体会員

個
人 １口
５００円
事 業 所 １口 ２，０００円
福祉施設 １口 ５，０００円
会員会費は、町内会・自治会を通してのご協力の他、１年を
通して、社協秋川事務所と五日市事務所で受付けています。

会員会費

あなたの

は、以下の福祉事業のほか、様々な「市民参加のたすけあい活動」に使われます。

ふれあい食事サービス
高齢や障がい等により調理が困難な
方に見守り・声かけも兼ねてお弁当を
お届けします。

家事援助サービス
高齢や障がい等により家事が困難な
方の掃除や洗濯等の日常生活をお手
伝いします。

移送サービス
高齢や障がい等により移動が困難な
方を、医療機関等まで送迎します。

移送サービス

ふれあい食事サービス

Our world.
Your move.

あきる野市社協のロゴマークデザインを募集
◆テ ーマ
◆応募期間
◆応募資格
◆応募方法

『あい』

５月１５日（金）～７月３１日（金）
どなたでも応募できます
応募用紙（A４版）にロゴマーク、作品の説明及び
必要事項を記入し、郵送又はＦＡＸ、Ｅメールで
ご応募ください。応募用紙は社協事務所窓口に設置、
若しくはホームページからダウンロードできます
（詳しくはホームページ、応募チラシ等をご覧くだ
さい） 。
◆発
表 ９月１５日（火）発行のあいネット１２３号で発表
◆賞
品 最優秀作品（1点） 図書カード
優秀作品（５点程度）図書カード
◆応募先・問合せ
〒１９７－０８１２
東京都あきる野市平沢１７５－４
あきる野市社協 総務係
☎５５９－６７１１ FAX５５９－３５６１
Eメール soumu@akiruno-shakyo.or.jp

社協ホームページ

日本赤十字の活動資金にご協力下さい
日本赤十字社では毎年５月を｢赤十字運動月間｣とし、皆様に
活動資金のご協力をお願いしています。
日本赤十字社は、日頃から災害時に迅速で効果的な救護活動
を展開するための事業等を進めています。この事業等は、皆様
からご協力いただいた活動資金により支えられています。
各町内会・自治会へお願いするとともに社協窓口で受付をい
たしますので、皆様のご協力をお願いします。
◆問合せ 日本赤十字社東京都支部あきる野市地区事務局
（あきる野市社協秋川事務所内）
☎595-9033

http://www.akiruno-shakyo.or.jp
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平成２７年５月15日
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現在、社協に登録しているボランティア・市民活動団体の数は 25 団体、演芸ボランティアの数は 73 団体
（個人）あり、様々な場所で活動しています。また、他にも多くの方が地域でボランティア活動を行ってお
り、市民の自発的な活動が広がっています。社協では災害ボランティアの育成にも力を入れ、各種講座の開催
や災害ボランティアセンター設置訓練の実施など、行政や関係団体と協力して災害発生時もボランティアの力
が発揮できるよう準備を進めていきます。昨年度以上にボランティア活動を盛り上げていきます。
【活動を始めたい方に】
ボランティア情報の発信、活動コーディネート、各種講座の開催、グループの立ち上げ支援の他、ボランテ
ィア保険の加入事務などを行っていきます。
【活動をしている方に】
活動で生じる課題の解決、活動内容の充実、新規ボランティア募集、活動場所の確保（ボランティアルーム
の貸出）、活動紹介などを行っていきます。

高齢者、障がい児（者）
、介護者、ひとり親、子育て中の親などを含む、すべての人が安心して暮らすことが
できるように、制度に基づくサービスの提供や住民同士のたすけあいによる福祉サービスを実施しています。
特に住民同士のたすけあいによる福祉サービスでは、多くの方がボランティアとして積極的に事業へ協力し
ている他、市内の事業所や団体と協力して事業を実施しているものもあります。
事業を進めるに当たり、事業へ協力しているボランティアや各種福祉サービスを利用している当事者の皆様
から意見を聞き、現在実施している福祉サービスの改善と今後必要な福祉サービスの検討を行います。
多くの方に関わっていただきながら、必要な人へ必要なサービスが届くことを目指します。
【市民の協力による主なサービス】
・有償家事援助サービス
・移送サービス
・ふれあい食事サービス
【事業所等の協力による主なサービス】
・身体障害者施術助成事業
・福祉理容サービス
など

など

社協では、市民の方が抱える様々な生活に関する悩みの相談もお受けしています。生活に関する困りごとを
聴き、専門家への取り次ぎ、福祉制度の活用、関係機関・団体の紹介などを行い、悩みが解決できるお手伝い
として継続的な支援を行っていきます。
【相談窓口】
・生活の困りごとや一時的に経済的な支援が必要になった方の相談
総務係 ☎559-6711
・65 歳以上の介護予防の相談や介護者への介護疲労軽減のための相談（五日市地区）
五日市はつらつセンター ☎569-8108
＊秋川地区の方は高齢者はつらつセンター（☎５５０－６１０１）にて対応します
・病気や障がいのため判断能力が十分でなくなった方が福祉サービスを活用するための相談
権利擁護係 ☎533-3548

社協広報紙「あいネットあきる野」やボランティア情報誌、ホームページにより、各福祉事業等について情
報提供し、市民が社協や福祉事業等の情報を得やすい環境を整備し、積極的に情報を発信することにより、開
かれた社協を目指します。
【社協広報紙あいネットあ
あきる野】
年に７回、奇数月１５日に、２７，０００部～３１，０００部発行します。社協の事業紹介や福祉サービス
の利用について、また福祉バザーやボランティア情報、地域の福祉活動、地域で活躍する方への取材記事等
を掲載しています。
【社協ホームページ http://www.akiruno-shakyo.or.jp/】
社協事業や福祉サービスの紹介の他、秋川ふれあいセンターの貸出事業等について、情報提供しています。
※詳しい事業計画及び予算に関しては、社協ホームページより事業計画書・予算書をダウンロードできます。
パソコンをお持ちでない方は、窓口で配布しておりますので、総務係(☎５５９－６７１１)にお問合わせください。

社協広報紙あいネットあきる野は、市内
の公共施設や医療機関等に設置する他、新
聞折込等を通して、市民の方に福祉情報を
提供しています。あいネットあきる野に広
告掲載をご希望の場合は、下記までお問合
わせください。
総務係☎５５９－６７１１

社協の事業は、町内会・自治会より多くのご
協力をいただいています。
地域をより良いものにしていくために、町内
会・自治会に加入して力を合わせましょう！
【問合せ】
あきる野市地域防災課 ☎５５８－１３９４
該当する町内会・自治会の会長をご紹介します
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平 成２７年５月15日

あきる野社協
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この事業は「市民の参加と支えあいによるまちづくり」を目指し、団体が行う市民参加型の活動
及び広く市民を対象とした事業・講演会などに対して助成を行い、地域福祉を推進するものです。
【申 請 限 度 額】 １団体５万円（予算の範囲内とする。
）
【対 象 団 体】 主に市内に活動拠点がある福祉的な活動を進めている団体で、５人以上の会員などで構成され
ている法人格を持たないで社協に登録しているボランティア・市民活動団体
※社協に登録していない団体でも、助成金申請時に登録を了承する団体であれば申請すること
ができます。
【対 象 事 業】 地域福祉・高齢者・障がい者及び児童等の福祉に関する事項を扱う以下の事業
①団体が広く市民に対して行う社会福祉などに関する研修会
②団体が一般市民を対象として企画、実施する地域福祉の向上を図ると認められる事業
【助成対象期間】 平成２７年８月１日（土）～平成２８年３月３１日（木）
【個別相談・申請受付期間】
希望される団体へ個別相談を実施します。ご連絡の上お越しください。
期間 平成２７年５月１５日（金）～６月１９日（金）（土日除く）
【問 合 せ】 あきる野ボランティア・市民活動センター ☎５９５－９０３３

平成 26 年度に実施した
障がい者理解及び啓発のための
演劇の様子（あきる野 able）

去る 4 月 2４日（金）
、東京五日市カントリー倶楽部において、
２２７名が参加してチャリティゴルフ大会を実施しました。実行委員会
では、今までの参加者が１万人を超えたことを祝し、１万人目の参加者
に特別賞を授与しました。また、社協に１３台目の福祉車両が寄贈され
ました。

【東西コース】
【西南コース】
【南東コース】

優勝
優勝
優勝

佐藤 茂 様
小山通孝 様
有澤 勇 様

次回は、９月１６日（水）
立川国際カントリークラブにて
開催予定です。
皆さまの参加をお待ちしています。

【1 万人目の参加者】
内山幸子 様

【13 台目の福祉車両】
スズキ エブリー

みんなで楽しい時間を過ごす
ことができたうえに、1 万人目の
特別表彰をいただき、とてもうれ
しかったです。これからもチャリ
ティゴルフに参加したいです。

多くの参加者から協力いただ
いたチャリティ募金等により、
今大会では社協の移送サービス
事業で使用できる車両（車いす
乗降車）の寄付をいただきまし
た。

平成27年3月～4月
寄付金
9 件
寄付物品
15 件

ご寄附ありがとう
ございました

484,924円

藤影会

70,086円

五日市小学校昭和26年度卒業１組一同 9,669円

上野恒男

30,000円

橋本 孝

13,169円

萌樹苑工房

50,000円

草花保育園保護者会

10,000円

慈勝寺
内田清治

100,000円
2,000円

希望の家 手作りボランティア会 200,000円

使用済み切手やベルマークは、当協議会にボラン
ティア団体登録している「切手整理すずめの会」・
「ベルマーク整理の会」により整理・換金して福祉
活動等に寄付しています。
キャラクター切手なども受け付けます。

あきる野市社協秋川事務所及び五日市事務所で受付けています。

(有)杉田燃料店

澤田 智子

岡部 秀夫

外山 俊子

眞鍋

田中 三重子

田中 イサ

秋留台すみれ会

西武信用金庫 秋川支店

内倉 マツ

あきる野市シルバー人材センター

淳

マルキ松戸店
石川 修
山本 キミ子
秋川どうぶつ病院

（４）
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あきる野社協

1 人の力が地域の助けに
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壊れたおもちゃを治したい

おもちゃドクター養成講座
災害への備え、災害支援に関する一般知識、災害ボランティア
活動の心構えなどについて学び、災害に備えて普段からお互いに
助け合う地域づくりを、一緒に考えてみませんか？
◆日 時 6月27日（土）午後1時30分～5時
◆場 所 秋川ふれあいセンター ふれあいホール
◆講 師 （社）ピースボート災害ボランティアセンター（PBV）
◆定 員 80名
◆参加費 無料
◆申込方法 電話にて受付
◆問合せ・申込み
あきる野市ボランティア
・市民活動センター
☎596-9033

おもちゃドクターは、子どもたちの大切なおもちゃを修理する
ボランティア活動です。
◆日 時
◆参加費
◆定 員
◆対象者
◆場 所
◆持ち物

7月4日（土）、11日（土）全2回 午前10時～正午
1,000円
10名（申込順）
市内在住、在勤、在学の方
秋川ふれあいセンター ２階会議室
ラジオペンチ、ニッパー他 ※申込時にご確認くださ
い。お持ちでない工具は、貸出し可。
◆講 師 おもちゃ病院あきる野会員（社協登録団体）
◆共 催 おもちゃ病院あきる野
◆申込方法 6月1日（月）より電話にて受付
◆問合せ・申込み あきる野ボランティア・市民活動センター
☎595-9033

詐欺に遭わないために

ともに学ぼう！

平成２７年介護教室
成年後見制度の専門家（司法書士）による成年後見制度の相談
や判断能力が不十分な方の権利擁護相談をお受けします。
◆日 時 7月14日 ((火)) 午後２時～４時
◆場 所 秋川ふれあいセンター社協秋川事務所内相談室
◆
◆対象者 市内在住のおおむね６５歳以上の方及び障がい者の方
◆
とそのご家族
◆定 員 ３名（１人４０分程度）
◆
◆ 申込方法

地域包括支援センターと在宅介護支援センターでは、今年度も
9回の介護教室を実施します。
介護教室とは、家族を介護している方や、介護や病気のことな
どについて興味や関心のある方が集まり、地域のみなさんととも
に学ぶ場です。今年度は、直接的な介護の話や認知症の話、薬の
話などを予定しています。初回は 6月26日(金)です。
6
◆問合せ 五日市はつらつセンター ☎569-8108

電話にて受付

◆ 問合せ・申込み 権利擁護係
☎533-3548

「まずは顔見知りからスタート。
お互いに声を掛け合うことが大切な１歩
です。
」
富士見台自治会
会長 石原 繪哩子 氏

1 月１５日発行の本紙にて紹介しました、平成２６年度社協
団体会員につきまして、追加加入いただきました事業所をご報
告します。
【追加加入】 ◆小川 あきる野小川郵便局

富士見台自治会は地域に住む方の

石原会長は、「私の住む富士見

約６０％が加入しており、現在行っ

台は、みんなで一つ一つを作り上

ている取組みとして、お祭りやもち

げていく自由な自治会運営を行っ

つき大会、こどもが多く参加する盆

ていることから、会員の方すべて

踊りや、夏休みのラジオ体操等も行

が活躍できる地域だと考えていま

っています。地域行事を通してこど

す。みんなが色々な意見を出して

もたちの顔がわかることで、見守り

くれ、自主的に取り組んでくれて

や世代間の交流にもなり、とてもよ

います。素晴らしい方々と共に活

い取組となっています。

動できる事に感謝の毎日です」と
語る。
また、
「今年は勝負の年と考えて
います。地域の活動は、力を合わ
せて頑張れば楽しい活動が出来る
と思います。地域での活動はみん

認知症の理解のために

認知症の母と息子の、涙あり笑いありの感動映画で認知症の
理解に役立ちます。ぜひお越しください。
◆日
◆場

時 6月20日(土) 午前10時～正午
所 秋川ふれあいセンター
ふれあいホール
◆費 用 無料
◆定 員 240人(申込順)
◆申込方法 ５月１８日（月）より電話にて受付
◆問合せ・申込み 五日市はつらつセンター
☎569-8108

なで一緒に楽しみながら行ってい
きたいです。
」と温かい思いが伝わ
もちつき大会の様子

る表情で語っていた。

次号のあいネットあきる野は、６月１５日発行予定です

