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笑顔と支えあいで地域の絆づくり

社協会員募集
社協会員とは、社会福祉協議会の事業にご賛同いただ
き、ご協力いただける個人・法人・企業の皆様のことで
す。社協組織の原点です。
多くの方に会員になっていただくことは、地域福祉活
動の充実につながります。
地域での支えあいの第一歩として、ぜひご賛同・ご協
力をお願いいたします。

ともに支えあい
笑顔のまち
あきる野をめざして

会員の種類と年会費について
個人会員（個人の方）
団体会員（事業所）
（福祉施設）

一口
一口
一口

５００円
２，０００円
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年を通じて、社協秋川事務所・五日市事務所で受
け付けています。

移送サービス

ふれあい食事サービス

熊本地震災害義援金
を受付けています
日本赤十字社東京都市部あきる野市地
区では、以下の場所に募金箱を設置し、
「熊本地震災害義援金」を受け付けてい
ますので皆様のご協力をお願いいたしま
す。

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。

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。

●社協秋川事務所●社協五日市事務所
●あきる野市役所●中央公民館
● 中央図書館●東部図書館エル
●五日市ファインプラザ●瀬音の湯

※この他にも、様々な福祉活動に利用されています。
平成 年度の役員改選にあたり、あきる野
市社会福祉協議会の会長を務めさせていただ
くことになりました。市民の皆様には、日頃
より当協議会に対し並々ならぬご支援とご協
力をいただき深く感謝申し上げる次第です。
長年会長の職を務め、多大な功績を残された
坂本栄司前会長の後に、この大役を引き受け
るのは大変な重責ではございますが、あきる
野市の地域福祉の発展のため全力を尽くす所
存でございます。
さて、平成 年度から 年度までの、今後
５年間のあきる野市社会福祉協議会の活動の
方向性を決める「第４期あきる野市地域福祉
活動計画」を策定いたしました。本計画の基
本理念「ともに支えあい 笑顔のまち あき
る野をめざして」は、今後５年間の社協の合
言葉・スローガンとなります。市民の皆様が、
お互いを支えあう活動に参加することで、そ
こから笑顔が広がっていく。このあきる野市
が「笑顔のまち」となるように、社協は皆様
と共に様々な事業を進めてまいります。
一方で、社会福祉法の改正をはじめとする
「社会福祉法人改革」により社協を取り巻く
環境も大きく変わろうとしています。このよ
うな激動期を乗り切るため、行政・福祉団体
等との連携をさらに推し進め、社協の様々な
事業を市民に知ってもらうための活動を積極
的に行い、市民にとって頼りになる社協とな
るよう、役職員一同が一丸となって邁進する
所存です。
あきる野市の地域福祉を推進するため、市
民の皆様方には、引き続きご支援ご協力を賜
りますようお願い申し上げ、会長就任のご挨
拶とさせていただきます。

会長就任にあたって
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克治

（2 ）

平成２８年５月15日

あきる野市社協

新役員が決定しました

第12７号

平成２８年度役員体制
会 長
倉田 克治

常務理事
理 事

平井 裕
溝口正恵、丸山俊男
山﨑友二、穂波啓子
中村 勇、山中利勝
南澤隆夫、峰岸良夫
森下茂樹、田邊宜昭
小峰一良
渡辺 孝、石井賢郎

副会長
南 征夫
副会長
中井 公康

監

事

評議員
山口幸男、石井一、宮﨑幹夫、岩野和生、福本俊雄、堀江啓司
私市洋二、石川稔、岸野隆一、滝沢孝男、手塚勝敏、菅原宣夫
夏原芳男、橋本孝次、小峰敏明、岸 義男、澤入 昇、田中春夫
浦野龍治、溝呂木奈美、野島近代、神原登美子、岡野一夫
大田正孝、山田悦子、石村八郎、大谷智江子、田嶋信三
河田博夫、太田勝久、山田只夫、浦野典子、小林盛利
中村金作、金子利政、大熊百合子、山﨑常雄、渡辺一彦
（2 名欠員のため補充調整中）
（団体推薦の候補者も含む。 順不同・敬称略）

理事・幹事

坂本栄司前会長におかれ
ましては、１４年の長き
にわたりあきる野市社会
福祉協議会の会長として
ご尽力いただきました。
厚く御礼を申し上げます。

評議員

地域福祉を推進

ふれあい福祉委員会連絡
協議会が新体制になります
ふれあい福祉委員会連絡協議会は、市内のふれあい福祉委員会
（83 委員会）の代表者から構成される組織で、各委員が実施して
いる声かけ・見守り活動などのきめ細かな福祉活動が一層地域に
浸透するように、ふれあい福祉委員の資質向上を目的とした会議、
研修、情報交換を行います。
平成 28 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日までの 2 年間
を任期として、各地区より選出された 3 名の地区代表者により新
体制でふれあい福祉委員会活動の発展を目指します。
【東秋留地区】
・小林 徹（二宮）
・大澤伸二（秋川ハイツ）
・須永勇治（小川東）

【西秋留地区】
・大沼勝史（渕上）
・田村國雄（下引田）
・山本紀一（油平本町）

【多西地区】
・生田 収（瀬戸岡）
・小田川篤雄（高瀬）
・岡野敏彦（小宮久保）

【増戸地区】
・中村金作（大上）
・関根良夫（西伊奈）
・竹内秀子（上宿）

【五日市地区】
・今野治雄（栄町）
・吉澤由紀子（小倉）
・小峰博史（小和田）

【戸倉・小宮地区】
・武藤 章（戸倉東部）
・栗原佳代子（落合）
・木住野純子（養沢）

障がい者支援のために
このほど（株）船戸建装（野辺）
より、会社設立５０周年を記念して、
デュプリケーター（CD ／ DVD 高
速複製機）が２台寄贈されました。
今後は、目の不自由な方へ「声の
広報誌」をより迅速にお届けするこ
とができるようになったり、様々な
ボランティア活動の様子を映像によ
って紹介するなどの活用を予定して
います。
船戸社長はじめ、従業員の皆様に
この場を借りてお礼申し上げます。

ご寄附ありがとう
ございました

あきる野市更生保護女性会

平成28年3月～4月
寄附金
11 件 827,341円
寄附物品 12 件
（順不同・敬称略）
10,000 円

匿名

203 円

東海大学菅生高等学校・中等部父母の会 105,140 円

慈勝寺

160,000 円

62,400 円

藤影流

52,528 円

あきる野市ダンススポーツ連盟 110,000 円

( 株 ) いなげや

25,070 円

有限会社鬼無里工業

草花保育園保護者会 10,000 円

あきる野市空手道連盟

ふれあい福祉委員会は、町内会・自治会を単位として、隣近所
へ声掛け・見守り活動を主とした住民同士のたすけあいを推進し、
地域の課題を発見するアンテナの役割を担っています。自分の住
む地域できめ細やかな福祉活動が展開できるよう活躍しています。

船戸建装より寄附された
デュプリケーター２台

12,000 円

希望の家手づくりボランティアの会 200,000 円

有限会社杉田燃料店
トヨタ西東京カローラ ( 株 )
ニチイケアセンター あきる野
本堂 節子

西武信用金庫秋川支店

細谷火工株式会社

( 有 ) ベベノジマ

（株）瀬沼電子

井上 京子

今井 保

森田 和子

野崎 幸子
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演芸ボランティア
社協に登録している演芸ボランティアが、発表会を実施します。
現在社協には 80 団体が演芸ボランティアとして登録しており、今回はそのうち 37 団体が発
表会に参加します。舞踊や落語、マジック、演奏、芝居など様々なジャンルを趣味・特技とし
て活動しています。ぜひご来場いただき、演芸ボランティア発表会をお楽しみください。
◆ ５月２５日（水）◆

◆ ５月２４日（火）◆
10：00
10：10
10：25
10：40
10： 55
11：20
11：35
11：50
12：05

開会のあいさつ
山田ひょっとこ会
銀色ブラザーズ(音楽)
イリマレイアロハあきる野
イリマレイアロハ五日市
なでしこの会(舞踊)
ドレミファ楽々会
羽音の雫
懐メロサックス

13：30
13：45
14：00
14：15
14：30
14：55
15：10
15：25
15：40
15：55

Maiky(ギター)
ウクレレ ホアピリ
ハーモニカあきる野
イリマレイアロハ秋川
オカリナ・パルルーン
文化箏あきる野アンサンブル
和みの会(舞踊)
松木 光子(ｱｺｰﾃﾞｨｵﾝ)
アラジンマジッククラブ
大正琴扇靖流あきる野琴の会

13：30
10：00 開会のあいさつ
13：45
10：10 あきる野南米音楽愛好会 14：00
10：25 西多摩民俗舞踊の会
14：15
10：40 ギターサークル せせらぎ 14：30
10：55 レア・ウクレレ教室
14：55
11：20 佐亜亭駒太(落語)
15：10
11：35 石原 繪哩子(音楽)
15：25
11：50 福島有佳子・高水義子(音楽) 15：40
12 : 05 ハワイアン・フレンズ 15：55
16：10

愛の星合唱団
ハイジフォークダンスサークル
立川亭ポ蘭(落語)
グループカナリヤ
安田 和生(ピアノ)
やすぎの会(舞踊)
知念 昌美(音楽)
Sound Lila(ｵｶﾘﾅ)
すずめの会(舞踊)
市之瀬 允(ピアノ)
スマイル・ハーモニー

※ 両日、途中10 分休憩をとります。

市役所で手話通訳
いたします

ボランティア・市民
活動団体事業費助成
社協に登録するボランティア・市民活動団体が行なう市民参加型の
活動や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ま
す。「ともに支えあい笑顔のまちあきる野」を目指して、地域福祉を
推進する団体を応援します。
◆助成限度額
◆対象団体

◆助成期間
◆受付期間
◆申込み・問い合せ

談者

相

１団体５万円（予算の範囲内とする。
）
社協に登録しているボランティア・市民活動団体
※未登録の団体で助成金申請を希望される団体は、申
請時にご登録ください
平成２８年９月１日（木）～翌年３月３１日（金）
平成２８年５月１６日（月）～６月１５日（水）
希望団体へ個別相談をしますので、ご連絡ください
あきる野ボランティア・市民活動センター
☎595-9033

毎月 20 日の午前 9 時から正午まで、あきる野市役所本庁舎東側
入口の総合案内におりますので、ぜひご利用ください。
（20 日が土
日にあたる場合は前日の金曜日に、祝日にあたる場合は前日になり
ます。
）

≪平成 28 年度の予定≫
◆平成 28 年
5 月 20 日（金）、6 月 20 日（月）、7 月 20 日（水）
8 月 19 日（金）、9 月 20 日（火）、10 月 20 日（木）
11 月 18 日（金）、12 月 20 日（火）
◆平成 29 年
1 月 20 日（金）、2 月 20 日（月）、3 月 17 日（金）
※ 事前申込みは不要です。

整形外科の
病気について

成年後見制度
専門法律相談会

認知症や知的障がい、精神障がい等により判断能力が十分でない
方の権利を守るための成年後見制度の活用等の相談会を開催します。
相談には専門家（司法書士）がお答えします。

今年度第 1 回目の介護教室は、公立阿伎留医療センターの理学
療法士と作業療法士の先生をお招きして、「高齢者に多い整形外科
の病気とその予防」のお話しをしていただきます。

◆日
◆場
◆対

◆日
時
◆場
所
◆講
師
◆対
象
◆定
員
◆申込み方法
◆申込み・問い合せ

時
所
象

◆定
員
◆費
用
◆申込み・問い合せ

７月１２日（火）午後２時～４時
秋川ふれあいセンター１階 相談室
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
３名（１人４０分）
無料
権利擁護（けんりようご）係 ☎533-3548

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

６月２４日（金） 午後１時３０分～３時
あきる野ルピア３階 産業情報研修室
公立阿伎留医療センター 理学療法士・作業療法士
市内在住・在勤の方
３０名
６月２日（木）午前８時３０分から電話にて受付
五日市はつらつセンター ☎569-8108

（４）
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講座

あきる野市社協

災害ＶＣのスタッフや復旧支援の活動者になる

災害ボランティア養成講座

災害ボランティアは、災害 VC のスタッフとして活動したり、復旧
作業や生活支援等を行います。今回は 2 部構成で、あきる野市内の災
害に備え災害の特徴、活動内容、被災者の状況などを学びます。一人
の力が大きな支援につながります。皆様のご参加をお待ちしています。
※災害ＶＣは災害ボランティアセンターの略称です。
◆日
◆場
◆講

時
所
師

◆内

容

◆定
員
◆費
用
◆ 申込み方法
◆ 申込み・問合せ

講座

6 月 11 日（土）午前 10 時～午後 4 時
秋川ふれあいセンター ふれあいホール
にいがた災害ボランティアネットワーク 李 仁鉄 氏
日本赤十字社東京都支部職員
第 1 部【講演】災害時にわたしたちにできること
第 2 部【実技】減災セミナー
第 1 部 240 名、第 2 部 50 名
無料
電話にて受付
あきる野ボランティア・市民活動センター
☎595-9033

募集

子育て応援ボランティア講座

６月１７日（金）午後２時～ 4 時
秋川ふれあいセンター ２階 会議室
白梅学園 佐々佳代子 教授
「子育てにおける地域の役割」
（仮称）
３０名
無料
電話にて受付
あきる野ボランティア・市民活動センター
☎595-9033

◆ 実施期間
◆対象者
◆ 受付期間

◆その他
◆ 申込み方法
◆ 申込み・問合せ

教室

二宮町内会 会長 杉本秀志 氏
二宮地区には1,200世帯以上
が住んでおり、そのうち７１０世
帯あまりが町内会に加入していま
す。二宮町内会では、災害時の対
応に力を入れており、避難が必要
となった場合に、町内に１１ある
避難所のうち、誰がどこの避難所
に避難するかを決めています。ま
た、地域に住む子どもや高齢者の
名簿も作成し、災害時に重点的に
サポートが必要な人の把握にも努
め、それぞれの避難所においては
ふれあい福祉委員がサポートでき
る体制をとっています。また、地
元の金融機関にもお願いをし、災
害時に駐車場を一時的な避難場所
として利用させていただけること
にもなりました。

その他ふれあい福祉委員には、
日常的な見守りはもちろん、台風
の接近が予想される前などには、
一人暮らしの高齢者世帯などへの
声かけ等を行ってもらい、地域で
のサポート体制の強化に努めてい
ます。
二宮町内会でも高齢化が進んで
います、と杉本会長。
「最近では
町内会に入らない人も増えており、
特に若い人が減ってきています。
そのため、次の町内会を担う若い
世代の声を聞く機会を設けるよう
にしています。町内会に入ってい
ない人も差別なく支援してくこと
で、最終的には町内会に加入して
もらえるようになればいいと思っ
ています。
」

７月１6 日（土）～ 8 月 31 日（水）
※日時・場所については、活動先によって異なる。
小学 1 年生～社会人の都内在住、在勤、在学の方
6 月 26 日（日）～ 7 月 8 日（金）
①6 月 26 日（日）午後 1 時～ 5 時 秋川事務所のみ
②土日祝を除く午前 9 時～午後 5 時
秋川・五日市事務所
③6 月 29 日（水）
、7 月 6 日（水）のみ
午後５時～ 8 時まで、秋川事務所で夜間受付します。
次号６月１５日号「夏ボラ特集号」をご覧ください。
秋川・五日市事務所窓口にて受付（電話受付不可）
あきる野ボランティア・市民活動センター
☎595-9033

目指せイベントボランティア

地域の行事や施設での催事などのイベントをお手伝いするボランティ
アを募集します。社協で貸出しているテント、綿菓子機、ポップコーン
機、かき氷機を使い、楽しい活動ができるよう講座を行います。今回は
第一弾として、楽しくバルーンアートを学びます。
◆日
時
◆場
所
◆講
師
◆内
容
◆定
員
◆費
用
◆ 申込み方法
◆ 申込み・問合せ

お

地域づくりをしていきます」

2016 夏！体験ボランティア

地域での楽しい活動をめざして

願い

「若い世代の声を聞きながらよりよい

少しの勇気が大きな経験に

夏休みの期間を利用し、ボランティア体験をする夏！体験ボランティ
ア（通称 夏ボラ）では、様々な活動先で様々なボランティア活動を体
験します。夏ボラに参加して、皆さんの笑顔や元気を届けてください。

安心して子育てできる地域をめざして

生活様式や近所づきあいの変化により、不安を抱える子育て中の親
や子どもに対象にして、地域の「気にかけあい・声かけあい・たすけ
あい」を目指した講座を開催します。特に未就園児とその親に対する
状況や課題などを発見し、何ができるかを考えるきっかけづくりの場
とします。
◆日
時
◆場
所
◆講
師
◆内
容
◆定
員
◆費
用
◆ 申込み方法
◆ 申込み・問合せ

第12７号

７月９日（土）午後２時～４時
秋川ふれあいセンター ２階 会議室
立教大学ボランティアサークル「どりぃむ・ぼっくす」
「バルーンアートで楽しくボランティア」
１５名 若い世代が大活躍！学生大歓迎
無料
電話にて受付
あきる野ボランティア・市民活動センター
☎595-9033

皆様から花の種や苗を分けてください

ふれあいセンター花壇づくり

秋川ふれあいセンターでは、親しまれる花壇づくりをボランティアの
協力によりすすめています。この花壇に彩りを添えるため、季節の花や
木の種類を増やしていきたいと考えています。お手元に譲っていただけ
る種や苗などがありましたら分けていただくようお願いします。
◆問 合 せ

総務課総務係
☎550-3311

大勢のご参加ありがとうございました

報告

チャリティゴルフ大会報告

去る４月２２日(金)、東京五日市カントリー倶楽部において、２２１
名が参加してチャリティゴルフ大会を開催しました。チャリティゴルフ
大会の慈善金は福祉車両や福祉用具の購入に利用し、地域の福祉向上に
役立てています。
【東西コース】優勝 会田信一 様
【西南コース】優勝 遠藤 昇 様
【南東コース】優勝 山下克己 様
次回は９月１４日（水）
立川国際カントリー倶楽部にて

第４０回記念大会を開催予定です。
皆様のご参加お待ちしています。

次号のあいネットあきる野は、６月１５日「夏ボラ特集号」発行予定です

