
社協運営障がい施設
　　　　希望の家・ひばり分室・こすもす福祉作業所

やりがいと自信を持てる活動

社協ホームページ　http://www.akiruno-shakyo.or.jp

お問い合わせはこちら

－地域と協力！資源回収－

題字：こすもす福祉作業所利用者

　地元の企業や小学校等地域へ出向
き、牛乳パックやアルミ缶の回収を
させて頂いています。また、直接施
設まで届けて下さる方もいます。
　回収、整理作業を通して地域とつ
ながっていることを実感しながら活
動を行っています。

－近隣への歩行訓練－
　体力作りや健康の維持、増進を目
的に、近隣の公園や市内を歩いてい
ます。一人ひとりの歩く速さや体力
をみて、それぞれに合った歩行を行
っています。寒い日でも暑い日でも
歩行をしているおかげで、元気に過
ごせています。

ここが自慢！私たちの施設 地域の皆様に支えられて
－心のこもった自主製品－
　職員と共同して自主製品の製作に
取り組んでいます。利用者の体調を
伺いながら、丁寧な作業を心がけて
います。
　その日の思いやたくさんの努力が
込められている一つ一つが自慢の製
品です。

－豊かな経験の積み重ね－
　外出行事等を通して様々な経験を
積むことで、利用者本人で決定する
ことや選ぶことができるようになり
ました。
　利用者の自主性を尊重し、様々な
経験ができるよう、近隣への外出行
事や年１回のバスハイクを実施して
います。

　誰もが地域で安心して暮すために
は地域との関わり合いが重要です。
　施設近隣の道路清掃や男性調理ボ
ランティア団体主催の交流会に参加
する等、地域貢献、地域交流を通じ
て地域で暮していることを実感でき
るような活動を積極的に取り組んで
います。

希望の家、こすもす福祉作業所では資源回収整理作業（アルミ缶と牛乳
パックのみ）、自主製品の販売を行っています。

－充実した内容の教室－
　講師を招いて各教室を実施してい
ます。体力維持と健康の増進を図る
ことを目的とした体操教室、自己表
現を養う事を目的とした音楽教室や
美術教室です。とても楽しんで参加
しており、みんなが笑顔になれる時
間です。

－個性を育む創作活動－
　季節ごとのイベントを表現した作品や
自由な発想で行う作品作り等、個性を存
分に表現できる活動になっています。
　毎年秋川ふれあいセンターで開催して
いる３施設合同作品展には多くの方にご
来場頂いており、創作意欲の向上につな
がっています。

－企業等からの受注作業－
　企業等から作業を受注し、日々作業を
行っています。どの作業も責任感を持っ
て一生懸命取り組んでいます。
　作業を通して達成感を得られることで
個々のやりがいにつながり、また出来る
作業が増えていくことで利用者の自信に
もつながっています。

希望の家
生活介護事業
あきる野市五日市
３７４－５
☎５９５－２３２４

ひばり分室
生活介護事業
あきる野市平沢
１７５－４
☎５５９－６７１４

こすもす福祉作業所
生活介護事業
就労継続支援Ｂ型事業
あきる野市平沢１７５－４
☎５５８－２５６６



地域の中で　　　　　　　　　×

ふれあい福祉委員を経験しての感想

地域全体で支えあい 笑顔で暮らせる街をつくる

変わらない安心　　　変わる取り組み

あきる野市社協（２） 平成30年3月15日 第140号

　住民の高齢化や町内会・自治会の加入率の低下など、地域を取り巻く環境が大きく変わってきて
います。個人の生活においても育児、仕事（共働き）、介護、余暇活動、核家族化など多様化して
きています。
　社会福祉協議会では、地域住民の抱える課題を、地域住民と一緒に考え、地域住民が解決に向け
て取り組むためのお手伝いをしています。その中で、地域を気にかける存在として各町内会・自治
会を単位としてふれあい福祉委員会があり、日頃から市民を対象に声かけ・見守り活動を行ってい
ます。
　ふれあい福祉委員（任期：1期2年間）は、社会福祉協議会が委嘱した地域のボランティアとし
て活動しています。活動を通じて、地域での声かけ・見守り活動や住民との交流における様々な取
り組みを実施してきました。

できる範囲での活動

あなたの地域にもいます

西伊奈ふれあい福祉委員会　関根委員

　ふれあい福祉委員として６年活動してきましたが、当初は何をし
たらよいのか、どうやって地域の人に声をかけて良いのかわからず
に戸惑ってしまいました。
　活動を進めていくうちに、皆さんと顔見知りになり、少しずつ会
話をするようになりました。今では困りごとや悩みを聴くようなこ
とも増え、微力ではありますが役に立っている感じがします。
　また、ふれあい福祉委員としての会議や研修に参加することで、
多くの情報を得て勉強になりました。これからも、地域の皆さんと
知り合えるよう活動を続けていきたいと思います。

チームワークで活発に

高瀬ふれあい福祉委員会　眞田委員

　私達のふれあい福祉委員会は７名で、委員同士が仲良く、いつも
和気あいあいと活動しています。
　働いている方もいますし、家族の介護や自分の健康の心配もあり
ますので、委員同士が協力して助け合いながらできるよう工夫して
います。
　行事では、参加者から「毎回参加することを楽しみにしている
よ」と言われたり、「今日もたくさん笑ったわ」と声をかけられた
りします。みんなで協力すれば色々な事ができて、人と人とのつな
がりが強くなることを学びました。

地域全体で取り組みたい

雨間ふれあい福祉委員会　平野委員

　日頃から、声かけ・見守り活動を通じて地域のことを気にかける
ようにしています。地域には高齢の方、障がいの方、子育て中の方、
子どもたちなど配慮が必要な方がたくさんいます。
　町内会をはじめ民生・児童委員、健康づくり市民推進委員など関
係団体と一緒に協力しながら、地域全体で声かけ・見守り活動に取
り組んでいきたいと感じています。
　もっと多くの人にふれあい福祉委員の活動を経験していただき、
地域に助け合いの輪が広がってほしいと思います。みんなで力を合
せてより良い街を作りたいです。

あきる野市の人口は約80,000人。
うち、65歳以上の人口は約23,000人。
高齢化率は29％（日本の高齢化率27.3％）。

私達は、世界で誰も経験したことの無い超高
齢社会のなかで生活しています。誰かが何か
をしてくれるという考えではなく、自分から
できることをしていくことが求められます。
これからは「○○される側」と「○○する側」
といった区別はなく、できる人ができること
をしながら、お互いに地域で支えあっていく
必要があります。
自分自身、配偶者、親族、離れて暮らす家族な
どの生活を振り返り、地域に関心を持って積
極的に付き合いを深めてください。

ふれあい福祉委員会は、各町内会・自治会を
単位として設置され、約450名の住民がボラ
ンティアで活動しています。
地域に住む方を気にかけ、異変があれば社協
へ連絡し、一緒に解決します。

地域における「声かけ・見守り」活動は、

誰でも いつでも どこでも始められる
内容です。
地域の役員でなくても、日頃の生活の中でち
ょっと意識してみてください。ゴミ出しの際、
散歩の際、通勤・通学の際、会館や行事で会
った際など、知らない人に声をかけるには勇
気がいりますが、まずは挨拶から始めましょ
う。
「知らない人」から「顔見知り」の関係にな
ることで、今より安心して暮らせる地域にな
ることでしょう。今後も、社協として地域に
笑顔が増えるようふれあい福祉委員の皆さん
を中心に、住民の方と一緒に地域の「声か
け・見守り」活動を推進していきます。

他人事ではなく自分事

落合ふれあい福祉委員会　栗原委員

　ふれあい福祉委員として５期10年間務めました。
　この10年間で地域の様子も大きく変化してきています。高齢の
一人暮らしや高齢者のみ世帯の増加、加えて山間の過疎地域として
の課題が顕著になってきました。
　ふれあい福祉委員をすることで地域の変化に気づき、他人事では
なく自分事として捉える事ができました。誰かが助けてくれるので
はなく、自分たちで支えあいながら暮らしていくことが大切だと感
じました。
　ふれあい委員を退任しても地域の方々とのつながりを大切にして
いきたいです。

声かけがつながりを生むできる範囲での活動

地域の行事案内を届けながら会話する様子
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－声かけ・見守り活動－ －住民の全員参加－
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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。

ご寄附ありがとうございましたご寄附ありがとうございました

【物品】
有限会社　杉田燃料店
大多摩開発　株式会社
都立五日市高等学校
増澤　節子

森田　敏子
佐川　フヂ
斉藤　和夫

石川　修
小川　金二
菊地　美子

平成30年１月１日～２月28日
寄附金　　４件　684,419円
寄附物品　10件  （敬称略、順不同）

10,000円
652,028円
2,391円
20,000円

昭和12年度 西秋留小学校卒業 同級生一同
あきる野市高齢者クラブ連合会
デイサービス　のらぼう
萌樹苑工房
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地域の課題をみんなで共有

　１月１７日（水）に秋川ふれあいセンターにて行われた、あき
る野市「地域ぐるみの支え合い推進」フォーラムに、社協が参加
協力しました。このフォーラムは、住み慣れた地域で安心して自
立した日常生活を継続できるよう協議体を立ち上げる前の事前勉
強会として開催され、町内会・自治会連合会や民生・児童委員、
高齢者クラブ連合会など地域で活動している幅広い団体から５８
名が参加されました。　
　当日は、澤井市長の挨拶
に始まり、市とさわやか福
祉財団から制度についての
説明があり、その後、市内を
６地区に分けたグループ
で、地域の課題について話
し合いました。活発な意見
が出て、参加者の意識の高
さが伺えました。

「地域ぐるみの支え合い推進」フォーラムに参加

熱心にグループワークをおこなう参加者

地域の想いに応える活動

　社協では、地域福祉活動へ幅広い市民が参加すること、ボラン
ティア・市民活動団体の活性化を図ることを目的として、事業費
の一部を助成しています。今年度助成金を活用して事業を実施し
た２団体について報告します。

　この活動は、あ高連の会員の皆さんがコツコツと貯めた募金で、
高齢者クラブの３大活動である「健康・友愛・奉仕」の内の奉仕活
動に当たります。この募金をあきる野市の福祉向上のために活用し
ていただきたいと、毎年、ご寄附いただいています。皆様の地道な
活動に心より感謝申し上げます。
　この募金は社会福祉協議会の貴重な財源として、高齢者や障がい
者などの在宅福祉サービス等に活用いたします。

　フォーラム開催後、各団体より１名ずつ推薦された１８名で、
２月１３日に「あきる野市地域ぐるみの支え合い推進協議体」が
発足しました。これらの課題については今後協議体にて検討して
いきます。

〈ボランティアの声〉
　市の広報と社協の広報、議会だよりを音訳して
います。えくぼのメンバーは本を読むことが好き
な人の集まりです。好きなことを活かしながら、
リスナーの皆さんのお役に立てることが、とても
うれしく、やりがいを感じています。

高齢者クラブ連合会からご寄附をいただきました

ボランティアの発展を支援
ボランティア・市民活動団体助成金活用報告

― 音訳ボランティア養成講座の実施 ―

― 障がい者施設との交流会 ―

　視覚障がい者に行政等
の刊行物を音訳して届け
る活動をしている音訳ボ
ランティアサークル「え
くぼ」の皆さんが、市民
を対象に養成講座を開催
し障がい者への理解と音
訳活動の啓発を行いまし
た。

　男性を中心としたボラン
ティアグループ「さわやか
倶楽部」の皆様が、障がい
者施設利用者のために食事
をつくり、一緒に食べなが
ら交流しました。障がい者
施設に協力しボランティア
活動の幅を広げています。

　１月１８日（木）に行われた
あきる野市高齢者クラブ連合会
（太田勝久会長、以下あ高連と
する）新年会において、「あき
る野市高齢者クラブ助け合い募
金」総額６５２,０２８円のご寄
附を受けました。

〈ボランティアの声〉
　秋川ふれあいセンターの調理室で料理を作り、市
内の障がい者施設利用者の皆様と、昼食を戴いて歓
談をしながらの交流会を、年２回行いました。いつ
も交流会の終わりには、利用者の皆様が一生懸命に
手作りした心のこもったお土産をいただいて帰りま
す。我が家ではこの作品を飾っています。

地域課題の一例
・お金をかけずに居られる、集える場所が欲しい　　→　居場所
・交通手段がなくて、買物や病院に行けない　　　　→　移動
・電球の交換などちょっとした助けが必要な人がいる→　生活
・高齢を理由に町内会を退会してしまう　　　　　　→　地域
・老々介護で具合が悪くなったらどうしたらいいか　→　家族介護

団体会員へのご加入ありがとうございました

　１月１５日発行のあいネット１３９号でご紹介しま
した、平成２９年度社協団体会員に加入いただいた事
業所を追加でご報告いたします。
【追加加入事業所】
■瀬戸岡　㈲秋川総合住設　■平沢　㈲山田企画



助けるよ、命とみらい。

日本赤十字社活動資金にご協力をお願いします

専門家に無料で相談できます

成年後見制度専門相談会

案内

◆問 合 せ　日本赤十字社東京都支部あきる野市地区事務局
　　　　　　（あきる野市社会福祉協議会　秋川事務所内）
　　　　　　☎５９５－９０３３

市内の事業所のご協力により
　　チャリティーボックスを設置しています

・立川国際カントリー倶楽部

・美容室 Ｔomo

・ＪＡあきがわ 増戸支店

・長谷川商事

・社協 秋川事務所

募集

◆日　　時　５月８日（火）午後２時～４時　　
◆場　　所　秋川ふれあいセンター１階　役員会議室
◆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　相談支援係　☎５３３－３５４８

◆申込み・問合せ　市民活動推進係
　　　　　　☎５９５－９０３３

福祉施設で活動してポイントを貯めよう

介護支援ポイント制度事業募集
地域に地域に
「多くの方との
　　交流が大切」
「多くの方との
　　交流が大切」

油平本町町内会　会長　遠藤利幸　氏油平本町町内会　会長　遠藤利幸　氏

　油平本町町内会には現在１３４
世帯が加入しています。未加入世
帯を含めても４００世帯程の比較
的小さい町内会であり、全世帯の
約１/３が集合住宅に住んでいる
という特徴もあります。また、今
年の１０月で町内会設立５０年の
節目となります。
　会社員時代は、忙しさから地元
には寝るためだけに帰っていたよ
うな時期が長かったのですが、定
年退職後は地域への恩返しの気持
ちで、会計を１期、町内会長を２
期務めさせていただいています。
町内会長として心掛けていること
は、「地域をくまなく知ること」
です。いつ発生するかもしれない
事故、災害に備え、地形や構造
物、道路標識などの実態把握に努
めています。また、会員はもとよ
り非会員の方とも積極的に言葉を
交わすことで、地域の課題が見つ
かることもあります。先日の大雪
後には、自宅玄関から道路へ出る
までの敷地の雪かきが出来ず、外
出が困難になられている高齢者世
帯の方がいらっしゃいました。道

路側は行政等の対応により、きち
んと雪かきが出来ていたので気づ
きませんでしたが、地域のなかで
は思いがけないことで困っている
方も多くいることに気付かされま
す。
　油平本町町内会では、毎年７月
に納涼大会、１月に新年のつどい
（餅つき大会）を地域の全世帯を
対象に開催しています。どちら
も、町内会行事等でお手伝いをし
ていただく「女性の会」をはじ
め、「ふれあい若葉会」（高齢者
クラブ）、「ふれあい福祉委員」、
「ＰＴＡ」などの関係団体の協力
を頂き、会員だけでなく、幅広い
地域住民の方も参加するイベント
として定着しつつあり、町内会長
としては大変感謝しているところ
です。
　今後も、こういった楽しい行事
通じて、町内会の存在意義を理解
していただき、防犯・防災の意識
を高めることで、より安心して暮
せる地域コミュニティをつくって
いきたいと考えています。
（取材日：２月１３日）

次号あいネットあきる野は、５月15日発行予定です
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赤十字は皆様からの
　　「活動資金」によって支えられています

　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。

　市内65歳以上で要支援・要介護認定を受けいていない方を対象
に、市内の指定福祉施設で介護支援活動を行うと1時間で1ポイン
トを付与します。1年間の活動を通じて貯めたポイントを翌年度に
交付金（限度額5,000円）として受け取ることができます。

【活動内容】施設利用者の話し相手、配膳下膳のお手伝い、清掃の
　　　　　　お手伝い、行事開催のお手伝いなど。施設と相談のう
　　　　　　え、ご自身ができる内容で活動をお願いしています。

注）なお、介護保険料を未納・滞納している場合は、交付金のお渡
　　しができません。

　日本赤十字社では、毎年５月の赤十字月間を中心に活動資金のご
協力をお願いしています。地域の皆様からお預かりした活動資金は、
日本赤十字社東京都支部に全額送金され、地域福祉やボランティア
活動、また災害発生時に自治体や地域住民の方々、ボランティアの
方々と協力して、救護活動を展開するなど、地域と密接な関わりを
持った赤十字活動や人道的な活動に役立てられます。

各町内会・自治会へご協力のお願いをするとともに、社協窓口で
受付をしています。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
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