毎日の明るい笑顔のため
歳末たすけあい・地域福祉募金に
歳末たすけあい・地域福祉募金
ご協力をお願いします

12/1〜
受付開始

募金の協力方法

全国的なスローガン

『つながり ささえあう みんなの地域づくり』
歳末たすけあい運動は、昭和２７年より、生活に困窮する方々への募金運動として毎年実施さ
れ、主に被保護世帯や施設入所者への見舞金等として配分されてきました。平成８年からは、各
地域において地域福祉や在宅福祉の活動が活発に行われるようになった状況を踏まえ、
「地域福祉
の推進」を図ることを目的として全国的に展開されています。

①社協秋川事務所・五日市事務所
の窓口で直接受付けています。
②町内会・自治会を通じてご協力
をお願いしています。

地域で集めた募金は地域の福祉活動に活用します
１ ふれあい福祉委員会活動 -身近な地域で支えあい市内には、地域で声かけ・見守り活動を行う「ふれあい福祉委員」が452名います。ふれあい福祉委員は、声かけや最近の様子を見守る
身近な存在として、地域や困りごとを抱えている方などを気にかけ、異変があれば民生委員や社協に相談して対応や解決につなげています。
ふれあい福祉委員は、社協が地域の皆様にご協力いただいて活動しているボランティアです。町内会・自治会や地域団体の行事に協力し、
参加した方と会話をして、少しずつ地域の事を把握しています。
また、様々な団体と連携しながら進めています。町内会・自治会を基盤として、
同じ地域に住む者同士が助けあえる関係づくりを築くために、訪問活動や交流行
事など地域に合わせた活動を行っています。地域の皆様からご協力いただきまし
た募金の配分を地域活動の財源としています。

住民の声

ふれあい福祉委員の声

会えばいつも挨拶してくれて、気に
かけている様子が伝わるので安心でき
ます。同じ地域に住む者同士なので、
何かあればすぐに連絡したり、相談し
たいと思っています。

初めは、どこに誰が住んでいるのか
も分からず、声をかけることができま
せんでしたが、今では地域に住む方達
とお話しをすることができ、活動に自
信がつきました。

２ ふれあいサロン活動 -顔を合せたおしゃべり地域のなかで、お茶飲みやおしゃべりをしながら住民同士の交流を図り、地域における居場所づくりの支援を行っています。最近では子
育ての不安や悩みを相談し、息抜きや情報交換のためのサロンも立ち上がっています。顔を合せて話ができるので、しぐさや服装などの様
子を見ながら気にかけたり、声をかけたりと、集まるたびに笑顔が生まれています。
家から歩いて行けるような近い場所にサロンをつくり、誰でも気軽に集まれるような「地域の居場所」づくりを広めています。

３ ボランティア活動 -

やりがい

と

生きがい

福祉活動として団体で活動しているボランティア・市民活動団体、音楽や踊りの趣味を活
かして活動している演芸ボランティア及び個人で依頼があった時に活動する個人ボランティ
アなど多様なボランティアの登録を行い、福祉施設や地域で活動するための支援を行ってい
ます。災害時に被災者のニーズと全国から駆け付けるボランティアの調整を行う災害ボラン
ティアの登録や訓練も行っています。
また、様々な講座を企画し、誰でも・いつでもボランティアに参加できるきっかけづくり
を行い、多くの方がやりがいと生きがいを持って地域の中で活動できるよう支援しています。

社協ホームページ

http://www.akiruno-shakyo.or.jp/

-
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様々なつながりの形
私たちは、生活していくなかで誰かと何か
しらのつながりがあります。それは意識して
持つものと、無意識のうちにできているもの
があります。また、強いつながりから弱いつ
ながりまで、その関係の度合いも様々です。
町内会・自治会を代表とする「地縁型のつ
ながり」では同じ地域に住む人同士の関係で
日常生活に大きく影響します。他にも、趣味
活動等を通じた「テーマ型のつながり」では、
目的がはっきりしているので、興味があれば
いくつも広げる事ができます。

きっかけは挨拶から
顔を合わせ、話を始めて、相手を知ること
が「つながり」を深めます。地域の中で新し
い「つながり」を見つけてみませんか。

た

りができまし

新しいつなが

緒に続けたい

いつまでも一
出産してからは、家で育児をして過ごしていました。不安や
悩みが出始めたころ、同じようなママ達と出会い、仲良くなり
ました。今では気軽に相談できる大切な存在となっています。

大好きなフラダンスをしたくて入会することにしました。み
んなで楽しく踊ることが生きがいとなっています。これからも
世代を越えて、踊りを通して沢山の人と関わっていきたいと思
います。

地域の集いの場の情報を教えてください
平成29年4月より社協に設置された生活支援コーディネーターは、介護保険法に基づく地域支援事業として、高齢者が住み慣れた地域
で自立した日常生活を継続できるように、生活支援サービスと介護予防サービスの体制を整備する活動を進める役割を担っています。
今年度は、地域で元気に活躍されている方にスポットをあて、情報収集をしています。地域のみなさまに、家に閉じこもって孤立しな
いよう、地域の中で交流する人が多くなるよう、そして、より良い地域を目指して、地域の情報をガイドブックとしてまとめて、地域の
皆さまにお知らせしていきます。

地域で自主的に集まっているグループを募集します
地域の集いの場について情報を教えてください。自宅を開放して、近所
でお茶飲みをしているなどといった、こじんまりとした集いの場でも、ど
んどん情報をお寄せください。生活支援コーディネーターが訪問し、お話
を伺わせていただき、ガイドブックに掲載します。

★☆★ 募集内容 ★☆★

地域で自主的に集まっているグループ

＊ただし、高齢者クラブ連合会、ふれあいサロン、文化連盟、体育協会な
ど各種団体に所属していないグループであること。
＊グループの中に高齢者が含まれていれば、若い世代の方や子どもなどい
ろいろな方が交流しているグループも含まれます。
＊ガイドブックに掲載するかどうかは、内容や状況によりご相談させてい
ただきます。
◆問合せ

社協ケアセンター

市民劇団「あきる野」の皆さん

☎５５９−６５７４

素敵な仲間を見つけて、たちまちみんな笑顔に♪

あなたのできることでその人を笑顔にすることはできませんか︒大切なのは﹁気づくこと﹂と手を差し伸べる﹁少しの勇気﹂です︒

笑顔と安心のまちづくりのため
地域での「つながり」を広げよう
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鑑賞できます！数多くの力作達を！
あ高連第１３回文化展

笑顔のまち

◆日 付
１１月３０日（木）
１２月 １日（金）
２日（土）
◆時 間
午前１０時〜午後４時
（最終日は午後２時まで）
◆場 所
あきる野ルピア
４階展示室
◆問合せ 五日市事務所
☎５９５−０８１８

いつまでも生き生きとした生活を実践
この度、社協のふれあい食事サービス事業のボランティア活動
や福祉施設への慰問活動を２０年以上続けている奥森祥一さん
８５歳が、内閣府のエイジレス・ライフ実践事例（年齢にとらわ
れず自らの責任と能力において自由で生き生きとした生活を送る
高齢者）を受章され、内閣府ホームページにて全国に紹介されま
した。
これからも地域で
活躍する方をご紹介
していきます。

あきる野市高齢者クラブ連合会（あ高連）では、毎年、書道、
写真、絵画、手芸、彫刻等１００点を超える作品が寄せられ「文
化展」として開催し、今回で１３回を数えます。
製作に１年をかけたそれぞれの作品は、みな力作揃いで見応え
十分です。皆様のご来場をお待ちしています。

笑顔で賞状と
記念品を持つ
奥森夫妻

あきる野をめざして﹂を合言葉に地域福祉を進めています︒あなたの周りに困っている人はいませんか︒

遺族の想いを次の世代へ
チャリティゴルフ盛大に開催
去る９月２６日（火）に立川国際カントリー倶楽部で、第４２
回あきる野市民チャリティゴルフ大会（山田宗孝委員長）が開催
され、２５６名が参加されました。参加者は３６歳から８８歳ま
で幅広い年代の方が秋晴れのなか気持ちよくプレーしていました。
【奥多摩コース】
優勝 金子 仁 様 ２位 弦巻孝宏 様 ３位 鈴木雅人 様
【草 花コース】
優勝 横瀬三好 様 ２位 八尋政明 様 ３位 江間 高 様
チャリティゴルフ大会では、企画・運営をボランティアによる
実行委員で進めています。朝早くからプレーヤーを迎え入れ、最
後の表彰式まで盛り上げていました。多くの方に支えられて開催
出来ていることに感謝いたします。
次回大会のご案内 平成３０年４月２０日（金）東京五日市カ
ントリー倶楽部にて開催します。
◆問合せ

第４２回チャリティゴルフ実行委員会事務局
☎５９５−９０３３

あきる野市戦没者追悼式
◆日 付
１２月９日（土）
◆開 式
午後２時
（開場午後１時３０分）
◆場 所
秋川ふれあいセンター
ふれあいホール
◆問合せ 五日市事務所
☎５９５−０８１８
あきる野市とあきる野市遺族会の共催により、毎年「あきる野
市戦没者追悼式」を開催しています。
あきる野市遺族会としては、会員数や戦没者追悼式への参加者
が減っていく現状にあり、「遺族の想いを次の世代へ」が現在の
大きなテーマとなっています。会員以外で参列を希望される方は、
五日市事務所までご連絡ください。

お知らせ

information

皆様のご協力ありがとうございました！
第２２回 福祉バザー
去る１０月１５日（日）、２２日（日）に開催された福祉バザ
ーでは、雨の降る中、多くの皆様にご協力いただき無事に終了す
ることができました。準備から販売まで１,０００名を超えるボ
ランティアの皆様に支えられ、当日は多くの方に来場していただ
きました。
福祉バザーの売上金は、社協が実施するふれあい食事サービ
ス、家事援助サービス、移送サービスなど、地域で困っている人
を支える事業に活用します。
皆様のご理解とご協力に感謝いたします。

提供物品
売 上 金

１６,０６８点
３,０８２,７８９円

ご寄附ありがとうございました
平成29年９月１日〜10月31日
夢佐和会
中之島流大正琴琴知香会
松若梅須恵敏
株式会社ドリーミー
東京都立五日市高等学校
東京都立五日市高等学校
東京都立五日市高等学校
【物品】
有限会社 杉田燃料店
北伊奈脳トレ会
秋川ハイツ自治会
あきる野市五日市郷土館

寄附金
寄附物品

７件
13件

全日制生徒会
定時制生徒会
沖倉
中前
山本
河野
田中

敬子
文子
キミ子
千恵子
イサ

271,894円
（敬称略、順不同）

20,000円
10,000円
50,000円
20,000円
91,118円
1,226円
79,550円
石川
修
𠮷澤 正浩
日野 彰三
木住野 多喜

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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Ｈａｐｐｙ Ｘｍａｓ 企画 〜希望家庭募集〜

サンタクロースがあなたのお家に
クリスマスプレゼントをお届けに行きます
あきる野市在住の子どもに、男性ボランティアがサンタクロ
ースになって、クリスマスプレゼントをお届けする事業です。
◆日

時

１２月２４日（日）、２５日（月）
①午後６時〜６時３０分 ②午後６時３０分〜７時
③午後７時〜７時３０分 ④午後７時３０分〜８時
◆定
員 両日とも３０家族 申込み順
◆対
象 ①満１才〜小学生以下の子どもがいる家庭
②障がいをお持ちの方がいる家庭
◆そ の 他 プレゼントは各家庭でご用意ください。

募集

おしゃれにピザを作ろう

男の料理教室参加者募集

◆申込み方法
１１月１５日（水）〜１２月８日（金）
電話にて受付（受付後に、訪問場所等の調整と確認を行います）
◆申込み・問合せ
あきる野ボランティア・
市民活動センター
☎５９５−９０３３

案内

楽しいイベントに参加しませんか

ふれあいクリスマス会案内

社協登録の熟年男性を中心としたボランティア団体「さわやか倶楽
部」の協力により、料理教室を開催します。これからボランティアを
始めてみたい方、地域で活動したい方等のご参加をお待ちしています。

今年も、みんなの笑顔のためにふれあいクリスマス会を実施します。
秋川流域（あきる野市、日の出町、檜原村）に住む障がい児（者）と
その家族の交流を目的に、楽しい企画を沢山用意してお待ちしています。

◆日
時 １２月１６日（土）午前９時〜午後１時３０分
◆会
場 秋川ふれあいセンター 調理室
◆対
象 市内在住の男性（ご夫婦での参加も可能です）
◆定
員 ２０名（申込み順）
◆参 加 費 ５００円
◆メニュー マルゲリータのピザ
◆申込み・問合せ あきる野ボランティア・
市民活動センター
☎５９５−９０３３

◆日
時 １２月２日（土）午後２時３０分開会
◆場
所 秋川ふれあいセンター
◆内
容 合唱、音楽演奏、大道芸、サンタとの記念撮影など
◆対
象 市内在住の障がい児（者）とそのご家族
◆申込み方法 １１月１７日（金）まで
に下記までお申し込み
ください。
◆申込み・問合せ あきる野ボランティア・
市民活動センター
☎５９５−９０３３

地域に

案内

「住民同士の助けあいが大切」
草花住宅自治会
会長 嶺井清祐
草花住宅自治会は全５４世帯の
うち、自治会への加入率は９１%
です。住民の多くが４０年程前
に、一斉に引っ越して来られた方
同士であり、皆が顔を知ってい
る、非常にまとまりのある自治会
です。その為、春の花見会や一斉
清掃、敬老会や忘年会などの行事
についても多くの方が参加や協力
をしてくださり、自治会長として
は大変感謝しているところです。
一方で、住民の平均年齢が７０
歳を超えており、高齢化が進んで
いることも課題と考えています。
草花住宅自治会では今年、自主
防災組織を結成しました。市役所
や関係団体から資料を取り寄せる
ところからスタートし、マニュア
ル作成、２回の住民説明会など、
自治会に３名いる防災リーダーと
も連携しながら進めてきました。
いつ発生するかわからない災害に
ついては皆さん関心が高く、今後
も引き続き重点課題として取り組
んでいきたいと思っています。

氏
毎月１回開催している自治会役
員会では、行事の計画や調整の他
に、地域での困りごとの確認を行
っています。皆さん、地域のこと
は知り尽くしていますので、すぐ
に課題が共有でき、迅速な対応に
結び付けることが出来ています。
いざというときに、地域の中で助
け合うことができる仕組みをどの
ように作っていくかが自治会の役
割だと考えています。自助はもち
ろん大切なことですが、共助にも
力を入れていきたいです。
高齢化が進んできたことに伴
い、自治会役員の選出も難しくな
ってきています。これまでは組の
持ち回りで会長を選出していまし
たが、最近は推薦委員会を立上
げ、規約に基づきながらも柔軟に
選出できる仕組みを作りました。
自治会長を経験すると、様々なこ
とを知る機会となるので幅広い方
に経験してもらい、多くのアイデ
アによって更に住みやすい地域に
なればと考えています。

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）がお答えします。
◆日
◆場
◆対

時
所
象

平成３０年１月９日（火）午後２時〜４時
秋川ふれあいセンター １階相談室
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 相談支援係
☎５３３−３５４８

案内

あきる野市介護教室

認知症について

認知症についてのお話を医師の方からしていただきます。
認知症の理解を深めましょう！
◆日
時 １２月１５日（金）午後１時３０分〜３時
◆場
所 あきる野ルピア ３階 産業情報研修室
◆講
師 医師
◆定
員 ３０名
◆対
象 市内在住・在勤の方
◆申込み方法 1１月１６日（木）午前８時３０分から電話にて受付
◆申込み・問合せ 五日市はつらつセンター
☎５６９−８１０８

次号あいネットあきる野は、平成30年１月15日発行予定です

