多くの市民ボランティアの参加と協力で開催されます

第22回

福祉バザー

五日市会場

五日市会館
五日市中

10月15日（日）

武蔵五日市駅
↓

↑五日市出張所
りそな銀行→
←至桧原
五日市出張所入口↑

10時〜15時

至日の出→

五日市街道→

（売切れ次第終了）

寄附金の使い道

秋川会場

★ 移送サービス事業

秋川ふれあい
センター
東中

秋留台
公園

10時〜15時

車両進入禁止

秋留台高

市役所

10月22日（日）

★ 有償家事援助サービス事業
など、社協が実施する福祉サービスの
事業に活用します。

体育館

GS
五日市街道
↑秋留台公園西

（売切れ次第終了）

★ ふれあい食事サービス事業

↑市民体育館前

延べ1,000人を超えるボランティアスタッフが活躍

私たちは
スタッフの
美味しい
昼食を
作ります

福祉バザーは、前日の売り場作りから当日の販売まで、市民ボランティアのご協力で運営しています。
また、準備日と当日のスタッフの昼食も、食事作りボランティアが一生懸命作っています。

市民から提供いただいた
物品を運び入れます

きれいに並べて１つずつ
値段をつけていきます

「新品・未使用品」を
ご提供ください

９月１５日より町内会・自治会を通じて
市民の皆様に物品の提供をお願いしていますが、
町内会・自治会に加入していない方からは
直接受付いたします。
またあきる野商工会にご協力いただき
加盟事業所にもお願いしています。

社協ホームページ

朝から並ぶお客様の
入場整理を行います

〇寝 具 類
〇手芸・小物類
〇食 器 類
〇電 気 製 品
〇雑 貨 類
〇石 鹸 類
〇タ オ ル 類
〇衣
類
〇食 料 品 類

お客様と話しながら
笑顔で楽しく販売しています

毛布、タオルケット、シーツ 他
靴、帽子、傘、装飾品、バッグ 他
皿、小鉢、茶碗、湯のみ、コップ 他
台所家電、時計、ＰＣ周辺機器 他
やかん、鍋、ポット、花瓶、弁当箱 他
石鹸、洗剤、入浴剤、ボディソープ 他
タオル、バスタオル、ハンカチ 他
Ｔシャツ、ポロシャツなどのシャツ類に限る
乾物、油、醤油、砂糖、農産物 他
※酒類の受付はできません。

http://www.akiruno-shakyo.or.jp
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募

集

地域福祉の推進のために働いてくれる方を募集しています。
職

種

嘱託職員

社会福祉士

雇用期間

採用予定日

平成３０年４月１日

勤務場所

五日市はつらつセンター（五日市４１１番地）

募集人員

若干名

応募資格

次の要件を満たす方
①昭和６３年４月２日以降生まれの方
②社会福祉士資格を有する方、若しくは平成３０年３月
３１日までに取得見込みの方

試験日程
応募要領

一次試験

平成２９年１１月２２日（水）

二次試験

平成２９年１２月４日（月）

募集要項と履歴書（指定用紙）を秋川事務所又は五日市
事務所で取得してください。

※募集要項等は、ホームページからもダウンロードできます。
応募方法

１０月２日（月）〜１０月２０日（金）（土曜・日曜日、
祝日を除く）までに募集要項に定められた必要書類を秋
川事務所にお持ちください。（郵送の場合は１０月２０
日の消印まで有効）

問 合 せ

あきる野市社会福祉協議会

総務課

総務係

〒１９７−０８１２
あきる野市平沢１７５番地４
電話

秋川ふれあいセンター内

５５９−６７１１

E-mail

saiyou@akiruno-shakyo.or.jp

平成２９年１１月１５日〜平成３０年３月３１日
（延長の可能性有）
勤務場所 秋川事務所（平沢１７５番地４）
職
種 事業コーディネーター又は一般事務員
募集人員 若干名
勤務時間 午前８時３０分〜午後５時１５分
報
酬 月給１５０,０００円〜
※当会規程による通勤手当の支給あり
各種保険 健康保険、厚生年金、雇用保険を適用します。
応募条件 平成２９年４月１日現在、満７０歳未満の方
※詳しい勤務内容、条件等については、募集要項（秋川及び五日市両
事務所で１０月１３日（金）まで配付）に記載されています。募集
要項はホームページからもダウンロードできます。
http://www.akiruno-shakyo.or.jp/
応募期間 １０月１６日（月）までに総務係（秋川事務所）に履歴書
等をお持ちください（郵送不可）。
※なお、平成２９年度に予定する人員に達しない場合は、募集を継続
します。
面接日時 １０月２７日（金） 時間は応募時にお伝えします。
問 合 せ あきる野市社会福祉協議会 総務課 総務係
〒１９７−０８１２
あきる野市平沢１７５番地４ 秋川ふれあいセンター内
電話 ５５９−６７１１

赤い羽根共同募金
ご協力いただいた募金は、市内の福祉施設
の備品購入や施設修繕に使われます
「利用者同士の程よい距離を確保することができました」
障がい者施設

クッションパネル

「午睡時間も快適にすごせます」
保育所

遮光カーテン

「使いやすい作業台をありがとうございました」
障がい者施設

〈募金方法〉
1

町内会・自治会を通しての募金

2

ボーイスカウト・ガールスカウト
による街頭募金

3

社協事務所での募金箱設置

１１月１１日は介護の日

など

作業台

市内の福祉施設からの配分申請を受付中です。
詳しくは下記までお問い合わせください。
問合せ：東京都共同募金会 あきる野地区協力会
（あきる野市社会福祉協議会 総務係）
☎５５９―６７１１

秋川ふれあいセンターにて、介護サービス啓発イベントを実施します

「介護」について理解と認識を深め、介護サービス利用者や介護に携わる家族を支援するとともに、それらを取り
巻く地域社会の支え合いや交流を促進する観点から、「１１月１１日（いい日、いい日）」を「介護の日」と設けま
した。（平成20年7月27日におこなわれた「福祉人材フォーラム」にて、厚生労働大臣より発表されました。）
あきる野市では、「介護の日」にちなみ、あきる野市、あきる野市地域包括支援センター、あきる野市介護事業者連
絡協議会の三者共催により、秋川ふれあいセンターにて、１１月１１日（土）午前１０時から介護サービス啓発イベン
トをおこないます。多くの皆さんのお越しをお待ちしています。

いざというときに頼りになるのは︑遠い親戚より近くの自治組織︒町内会・自治会に加入しましょう！

正規職員
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多くの皆様のご支援ありがとうございます
平成２９年度の表彰式が７月１２日に行われました。多額の金品をご寄付いただいた方等が表彰されました。
皆様のご支援に対し、厚く御礼を申し上げます。

住みよい地域づくりのためには︑地域の皆さんによる助け合いが欠かせません︒

【平成２９年度表彰者一覧】（敬称略・順不同）
あきる野市ダンススポーツ連盟
あきる野市五日市舞踊連盟
あきる野市茶道連盟
あきる野商工会 女性部
あきる野市高齢者クラブ連合会
都立五日市高等学校生徒会
あきる野市空手道連盟
秋川農業協同組合
有限会社オートアロウ
井草 治助
株式会社アイ・シー・エス
株式会社アイ・シー・エス四ツ葉会
東京秋川ライオンズクラブ
東海大学菅生高等学校・中等部 父母の会
希望の家手作りボランティアの会
秋川レディースフォークダンスサークル
西東京臨済会
田中 梢月
三菱重工業株式会社 三菱重工労働組合本社支部
慈勝寺
本多ダンススタジオ

夏！ 体験ボランティア
延べ

５６９名

２０１７ 報告

が参加しました！

夏！体験ボランティアは、「人のために何かしたい」、「ボランティア体験をしてみたい」等様々な思いを持った人が、夏休みの時期に
合わせて市内の福祉施設等でボランティア体験をする事業です。今年も小学1年生から社会人まで多くの方が参加しました。

夏！ボラ受け入れ施設のお話
五日市センター

ご寄附ありがとうございました

成田センター長

毎年、社協の夏！体験ボランティアの受け入れをしています。
今年は小学生が３名参加してくれました。
夏ボラで来られる方は、皆さんしっかりされていて、覚えも早くてと
ても助かっています。
利用者の方もとても喜んでおり、なかなか関わる機会の少ない、ひ孫
世代との交流にもなっています。
夏ボラでの体験は、学校での職場体験や
将来にも役立つと思いますので、今後も
多くの方にボランティアとして来ていた
だけたらと思っています。

平成29年７月１日〜８月31日

寄附金
寄附物品

３件
８件

リサイクルフェア運営委員会
切手整理すずめの会
慈勝寺（草花町内会盆踊り）
【物品】
有限会社 杉田燃料店
有限会社 秋川総合住設
西武信用金庫 秋川支店

29,739円
（敬称略、順不同）

639円
9,100円
20,000円

山口
栗林
青山

英明
利江
明美

青木
匿名

忠義

町内会・自治会に加入しましょう！
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。
地域をよりよ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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親子で過ごす楽しい時間と参加者同士の交流

募集

社協子育て応援サロン

毎月第２水曜日 午前１０時〜正午
秋川ふれあいセンター ２階 和室

ファンファン

おしゃべりや交流を通じてつながりが生まれ、ゆっくりと楽しい時間が過ごせるよう、スタ
ッフ（地域のボランティア）が話を聞いたり子どもと遊んだりして子育てを応援します。

次回は１０月１１日（水）

【ファンファンの特徴】
・プログラムの無い（自由な）サロン
・地域のボランティアがスタッフとして活動するサロン
・参加者と一緒につくりあげるサロン
・参加自由、参加費なし いつ来てもいつ帰ってもＯＫ
・お茶を飲みながらゆっくりおしゃべり
・会場は広い和室（５６畳）
参加者とスタッフを募集しています
◆問 合 せ あきる野ボランティア・市民活動センター
☎５９５−９０３３

募集

サンタクロースになって子どもを笑顔に

サンタボランティア募集

サンタクロースに扮して、市内在住の子どもに、各家庭で用意したプ
レゼントを渡す男性のボランティアを募集しています。子ども達の喜ぶ
姿が間近で見られる、やりがいのある活動です。
◆活 動 日
◆応募資格
◆説明会日時
◆説明会会場
◆申込み方法
◆申込み・問合せ

１２月２４日（日）、２５日（月）の２日間
両日とも午後５時から８時頃まで
①市内在住で６０歳以上の男性（年齢・活動日は応相談）
②車の運転が可能な方（活動は社協の車両を使用）
１０月２６日（木）午後１時３０分〜
秋川ふれあいセンター ２階 ボランティアルーム
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

地域に
住民同士が互いに
知り合える行事が大切
小和田自治会 会長 青木次郎 氏
【一大イベント】
小和田自治会は現在１１８世
帯、ほぼ１００％に近い加入率で
す。
小和田と聞くと「花火大会」と
いうイメージがあると思いますが、
実は自治会行事ではなく、実行委
員会行事です。小さな自治会です
が、年代別・性別・趣味別に分か
れた様々なグループがあり、それ
ぞれ交流を深めています。花火も
その中から生まれた行事です。
小和田自治会の最大のイベント
は、４月上旬に行われる「御嶽神
社の祭礼」。この祭礼は、小和田
住民の多くの方が、何らかの役員
などとして関わる行事です。その
祭礼の際に行われる「組別対抗演
芸大会」は、歌や合奏、寸劇の発
表の場であり、組によっては２月
頃から企画と練習を始めるところ
もあります。
【自治会行事で大切なこと】
住民同士が互いに知り合う行事
に力を入れています。演芸大会も
そうですが、５月の「小和田パト
ロール隊結団式」は、見守る側の

大人と見守られる側の子どもが互
いに会って確認する機会。「互い
に知っている」ということは、そ
れだけで防犯効果が高まるので
す。
【小和田の心】
小和田には自治会役員の先人達
が作った「自治会憲章」がありま
す。自治会のあるべき姿を６項目
にまとめたものです。その中に
「お互いに尊敬しあい、円満で笑
顔の多い地域にしよう」という一
文があります。古い住民も新しい
住民も同じ地域に暮らすなら仲良
く楽しく生きていこう。この心を
次の自治会世代に受け継いでもら
えたら嬉しいです。

子育て応援講座

募集

頑張りすぎない育児

自然の中でリフレッシュ。いつもと違う体験で気分転換。親だけ
でも親子でも参加OKです。
◆日
◆会
◆内

時
場
容

◆定
員
◆費
用
◆服
装
◆申込み方法
◆共
催
◆申込み・問合せ

募集

１０月１日（日） 午後１時〜４時
菅生交流会館、若宮の森
森♡癒しタイム（屋外活動）
コラージュ作り（屋内活動）
※写真や絵や文字などを、新聞・雑誌などから切り抜
き、これを画用紙などの台紙に貼って１つの作品に
するものです。
３０名 市内在住の親子（家族）、子育て中の親
５００円
長そで、長ズボン、動きやすい靴
電話にて受付 申込み順
NPO法人ふるさとの森づくりセンター
あきる野ボランティア・市民活動センター
☎５９５−９０３３

あきる野市介護教室

腰痛の原因とその予防

腰痛を防ぐためには、日常生活でどのようなことに気をつける必要
があるのでしょうか？
原因と予防方法について学んでいきましょう！
◆日
時 １０月２７日（金） 午後１時３０分〜３時
◆会
場 あきる野ルピア ３階 産業情報研修室
◆講
師 理学療法士
◆定
員 ３０名（市内在住・在勤の方）
◆申込み方法 電話にて１０月２日（月）から受け付けます。
◆申込み・問合せ 五日市はつらつセンター
☎５６９−８１０８

募集

専門家に無料で相談できます

成年後見制度専門相談会

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、権利擁護に関する相談会
を開催します。相談には専門家（司法書士）が応じます。

ドローン撮影による小和田の花火

◆日
時 １１月１４日（火）午後２時〜４時
◆場
所 秋川ふれあいセンター １階相談室
◆対
象 成年後見制度等について相談したい市内在住の方
◆定
員 ３名（１人４０分）
◆申込み・問合せ 相談支援（そうだんしえん）係 ☎５３３−３５４８

次号あいネットあきる野は、11月15日発行予定です

