
地域の皆様のご協力に感謝！地域の皆様のご協力に感謝！
　あきる野市社会福祉協議会では、平成２９年度も皆様のご理
解・ご協力をいただき、さまざまな社会福祉事業を行い、地域
にたくさんの笑顔を広げることが出来ました。その一部をご報
告させていただきます。

皆様からご協力いただきました、社協会員会費・寄附金・赤い
羽根共同募金や歳末たすけあい運動の配分金は、地域のさまざ
まな福祉活動に使われています。

地域の皆様のご協力により、以下のとおりサービスの提供を行い、安
心して暮せる地域づくりを進めました。

在 宅 福 祉 サ ー ビ ス 事 業

平成２９年度　決算報告

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

◆家事援助サービス
利用回数
月平均　１０８回
延べ　１,２９３回

◆移送サービス
利用回数
月平均　２０６回
延べ　２,４６９回

◆ふれあい食事サービス
年間実施回数　９９回
提供食数
延べ　　　５,８４１食

◆福祉理容サービス
利用者数　３５人
利用回数　９３回

◆福祉用具貸出
貸出し件数
　　　　２４９件

◆手話通訳奉仕員派遣
利用回数
延べ　　　　　１４回

ボランティア活動へ参加するためのきっかけづくりとしての事業を、
様々な団体と協力して実施しました。

個人・災害ボランティア　　　１５１人
ボランティア・市民活動団体　３０団体
演芸ボランティア団体　　　　７４団体

※事業報告・決算報告の詳細は社協ホ
　ームページに掲載しております。
　http://www.akiruno-shakyo.or.jp

ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 推 進 事 業

◆夏！体験ボランティア

◆ボランティア市民活動団体登録数

参加者数　　　　４４２人
　　　　　（延べ５６９人）
受入施設・団体数７７団体

◆研修・講座等啓発活動
開催数　　　１２回
参加者数　２１０人

安心して相談できる体制を強化し、各種事業で様々な相談を受け、支
援へ繋げてまいりました。

相 談 支 援 事 業

◆地域福祉権利擁護事業
相談延べ件数　　　１,０５７件
利用実績　　　　　　　１５名

◆成年後見制度推進事業
福祉サービス総合支援事業
内容別相談延べ件数　　　８４４件

◆生活福祉資金貸付事業
資金貸付件数　　　　　２３件
貸付金総額　５２,３７４,０００円

■会費・寄附・共同募金配分金等収入

■あきる野市からの補助金収入

■受託金収入

■事業収入

■介護保険事業収入

■障がい福祉サービス等事業収入

■前年度より繰越金

■その他の収入

◆受験生貸付チャレンジ支援貸付事業
学習塾等受講料貸付申請件数　３０件
受験料貸付申請件数　　　　３６件

収入　３６１,３５７,４５３円 支出　３６１,３５７,４５３円

・ピクニック
・誕生日会
・カラオケ
・買い物
・バスハイク
・レクリエーション
・音楽、美術、体操
　　　　の教室など

■地域福祉活動推進事業（法人運営）

■地域福祉活動推進事業

（ふれあい福祉委員会、サロン、ボランティア、

　家事援助、移送、食事、他受託事業）

■介護保険等事業

（居宅介護、訪問介護、障がい福祉サービス）

■障がい施設運営事業

（こすもす福祉作業所、希望の家、ひばり分室）

■地域包括支援センター事業

■秋川ふれあいセンター施設管理運営事業

■次年度へ繰越金

たくさんの笑顔に
出会うことができました
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希望の家には、
他にも

　楽しい活動が
いっぱい！ みんな笑顔の楽しい施設

利用者を募集しています希望の家はどんなところ？
活動の一部を紹介します！ 　希望の家は障がいを持つ方

が通所する生活介護事業所と
してあきる野市社会福祉協議
会が運営している施設です。
　現在、利用者を募集してお
ります。施設見学、体験利用
も可能ですので、お気軽にお
問合わせください。　
　　　　お問合せ　希望の家
　　　　☎５９５－２３２４

あきる野市からの
指定管理施設の紹介

◆創作活動（絵画、工作等）◆
希望の家の利用者さんは創作活動も大
好き！思い思いの作品をたくさん制作
しています♪

◆ウォーキング（町内、公園等）◆
　天気の良い日には外に出て、ウ
ォーキング活動も行っておりま
す。景色を眺めながらの程よい運
動で気分もリフレッシュ♪



これから受験・・・
塾にも通いたいけど、
お金がかかるし・・

　介護保険法に基づき、高齢者が自立した日
常生活を送れるよう、社協の介護支援専門員
（ケアマネジャー）が地域の様々なサービス
を調整します。

職　　種　①事業コーディネーター又は一般事務　　②介護支援専門員

雇用期間　平成３０年８月１５日から平成３１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）

募集人員　若干名（平成３０年４月１日現在、満７０歳未満の方）

勤務時間　午前８時３０分～午後５時１５分

報　　酬　①月給１５６,０００円～　　②月給２４２,０００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。

応募方法　募集要項・履歴書（指定様式）を秋川事務所か五日市事務所で取得し、

　　　　　７月２７日（金）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）。必要書類等はホームページでもダウンロードできます。

　応募受付時間は、平日の午前８時３０分～
午後５時１５分（正午から午後１時を除く）

となります。

　面接日時は、７月３１日（火）。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１７５－4

　　　　　　　　　秋川ふれあいセンター内

電話　０４２－５５９－６７１１

E-mail　saiyou@akiruno-shakyo.or.jp

ケアマネジャーとは？？
　利用者の希望や心身の状態にあったサービ
スが利用できるように導いてくれる介護サ―
ビスの窓口役です。

ケアマネジャーの役割
　◆ケアプランの作成
　◆介護サービス事業者との連絡調整
　◆サービスの再評価とケアプランの見直し
　◆要介護認定の申請代行　など

どうしようか・・・

あきる野市社協（２） 平成30年7月15日 第143号

合格！進学

受験生を応援！自分の未来をあきらめないで！受験生を応援！自分の未来をあきらめないで！

合格！進学

受験生を応援！自分の未来をあきらめないで！
相談支援係　☎５３３－３５４８　（受験生チャレンジ貸付事業）

地域での「暮らし」を支援！みんなが笑顔に！地域での「暮らし」を支援！みんなが笑顔に！地域での「暮らし」を支援！みんなが笑顔に！

介護サービスの調整をします

居宅介護支援事業
　介護保険法に基づき、社協のホームヘルパ
ーがご自宅に伺い、入浴や食事の介助、その
他の日常生活全般にわたる援助を行います。
ケアマネジャーの作成するケアプランに沿っ
て、サービスを提供します。

身体介護
　◆食事、入浴、排せつのお世話
　◆衣類やシーツ交換　など

生活援助
　◆住居の掃除、洗濯
　◆買い物、調理　など

掃除や洗濯、入浴の支援をします

訪問介護事業
　障害者総合支援法に基づき、社協のホーム
ヘルパーがご自宅に伺い、入浴、排せつ、食
事の介助のほか、社会参加のための外出支援
等を行います。

外出支援等の内容
同行援護
　視覚障がいにより、移動に困難を有する障
がい者等に、ホームヘルパーが同行し、移動
の援護を行います。

移動支援
　地域生活支援事業により、市町村が外出等
の移動の支援が必要と認めた障がい者等に、
ホームヘルパーが同行し、社会参加のための
外出や余暇活動等における外出の際に、移動
の支援を行います。

社会参加を支援します

障害福祉サービス事業

社協ケアセンター　５９５－９０３６（居宅介護支援事業）　　５５９－６５７４（訪問介護・障害福祉サービス事業）

ご相談
　ください
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ご相談
　ください

この貸付事業は、塾代等の費用や、
高校や大学等の受験料について貸付
を行うことにより、一定所得以下の
世帯の子供への支援を目的としたも
のです。

東京都の貸付事業の
ため、まずは住所地
の社協にご相談くだ
さい。

そんな中学３年生、高校３年生で
受験を控えた皆さん！
塾代や受験料の貸付事業があるの
をご存じですか？

したら

償還免除できます！

まずは上記連絡先まで
お問い合わせください。

※申請の時期や締切日等もあります。

申込みには、都内に１年以上住んでいることや、
収入等の貸付要件があります。

合格！進学

【貸付上限額】

　受験料
◆中学３年生
　27,400円（上限）
◆高校３年生
　80,000円（上限）
　塾代
　200,000円（上限）
　

ホームヘルパーに依頼できる内容

あきる野市社会福祉協議会　嘱託職員募集



あきる野市社協 （３）平成30年7月15日第143号

　５月２４日（木）、小和田グラウンドにて行われた「第３５回あきる野市高齢者クラ
ブ連合会（以下「あ高連」）グラウンド・ゴルフ大会」には総勢７８チーム５８８名が
参加し、元気にグラウンドを駆け回りました。
　あ高連では今年度２つの単位クラブが増え、現在４７の単位クラブ、３,２０３名の会
員が様々な活動に参加しています。グラウンド・ゴルフの人気は高く、ほとんどの単位
クラブで活発に行われています。
　大会当日は、午後からの急な雷雨により、途中での大会中止となりました。今大会は
残念ながら１ゲームまでの結果で順位を決定しました。　

　あ高連ルールに則り、ゴルフのように、
距離の異なるホールを８ホール準備し、１
チーム６人のプレーヤーと他チームからの
審判１名で８ホールを回ります。スタート
マットからホールポストを目指して、１番
の人から６番まで順番に打っていきます。
各ホールをできるだけ少ない打数で回り、
チーム合計の打数の一番少ないチームが優
勝するゲームです。

【あきる野市赤十字奉仕団】
　あきる野市内において、日本赤十字社の
献血事業への協力、地域の防災訓練に協力、
啓発活動（PR活動）を行っています。

　町内会・自治会を通じてお願いしました活動資金について、合計
３,３３９,８５４円（６月末日）のご協力がありました。
皆様からご協力いただいた活動資金は、日本赤十字社の国内災害救
護、血液事業、救急法等の講習会、社会福祉、赤十字ボランティア
活動等の活動に活用されます。

◆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

　福祉サービスの苦情相談や成年後見制度に関すること、判断能
力が不十分な方の権利擁護相談ができます。

◆日　　時　　９月１１日（火）午後２時～４時　
◆場　　所　　五日市地域交流センター　２階　会議室
◆対　　象　　市内在住在勤の方
◆定　　員　　３名（１人４０分）※予約制
◆そ の 他　　障がい等により会場に来ることが難しい方は
　　　　　　　電話にてご相談ください。
　　　　　　　訪問等による対応も可能です。
◆申込み・問合せ　　相談支援係　
　　　　　　　☎５３３－３５４８

グラウンド・ゴルフで元気はつらつ！

あ高連活動で健康寿命を延ばそう！

グラウンド・ゴルフで元気はつらつ！

あ高連活動で健康寿命を延ばそう！

日赤社資へのご協力
　　　　　ありがとうございました

司法書士に無料で相談できます
成年後見制度専門員相談会

　リハビリを行う専門職員が、腰や膝など整形の病気についての
講義と、ケガ予防のための健康体操を行います。

◆日　　時　　８月２４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８月２日（木）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

日々の体操でケガを予防
あきる野市介護教室

　ふれあいセンターの花壇等を整備していただけるグリーン（園
芸）ボランティアを募集しています。

◆活動内容　　花壇の整備や花植え、種まき、雑草取り等
◆活 動 日　　月２回の定期活動と臨時活動
◆活動場所　　秋川ふれあいセンター敷地内
◆申込み方法　　申込用紙にて受付
◆申込み・問合せ　　総務係　☎ ５５０－３３１１

ふれあいセンターに緑を増やそう
グリーン（園芸）ボランティア募集

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
西武信用金庫　秋川支店
西部住設株式会社
ニチイケアセンターあきる野
株式会社プラセラム
有限会社シルバーライフ
株式会社ネオテック
社会福祉法人　勧能福祉会　五日市わかば保育園

萬瀬食堂
河野　千恵子
田中　イサ
坂下　房造
岡野　敏彦
岩谷　天津子

田中　　武
吉川　佳子
岡本　千枝子
宍戸　英子
本田　初江

平成３０年５月１日～６月３０日
寄附金　　１１件　517,872円
寄附物品　１９件  （敬称略、順不同）

27,322円
3,000円
35,060円
115,240円
20,000円
100,000円
2,970円
3,000円
16,382円
75,354円
119,544円

玲瓏会
あきる野市秋川やきもの会
大野　忠
あきる野市五日市舞踊連盟
小河交通安全観音堂
植松 しのぶあきる野後援会
植松 しのぶ （コンサート会場募金箱分）
東京土建あきる野第3分会
戸倉本郷上宿　桜会
全日本写真連盟秋川支部会員一同
木下守先生の叙勲を祝う会
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　市内行事に積極的に参加しＰ
Ｒ活動を行うほか、技術向上の
ため自分たちで救急法講習を実
施し、被災地支援のため裁縫奉
仕活動をするなど、様々な活動
を行っています。地域や被災地
のために、共に活動する団員を
募集しています。

　 　 　 大会結果
優勝　　牛沼Ｂ
準優勝　小中野ときわ会Ａ
第３位　屋城健康クラブＡ
敢闘賞　上引田Ｂ
第５位　遊和会Ａ

　開催日には、色々な話をしな
がら楽しく活動を行っていま
す。一緒に活動しませんか？
お申し込みお待ちしております。

グラウンド・ゴルフとは？グラウンド・ゴルフとは？



秋川流域サマーフィルムフェスタ２０１８

映画「うまれる」上映会募集

◆日　　時　　８月２６日（日）　午前の部　午前１０時～
　　　　　　　　　　　　　　　　午後の部　午後２時３０分～
◆会　　場　　秋川ふれあいセンター　１階　ふれあいホール
◆内　　容　　ドキュメンタリー映画「うまれる」
◆対　　象　　あきる野市、日の出町、檜原村在住者
◆定　　員　　各回　２４０名（申込み順）
◆費　　用　　無料
◆申込み方法　　７月１７日（火）より、以下の場所で入場引換券を
　　　　　　　配布します。
◆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

◆日　　時　　９月１６日（日）午前１０時～午後４時
◆会　　場　　菅生の森、菅生地域交流センター
◆講　　師　　NPO法人ふるさとの森づくりセンター
◆内　　容　　栗拾い、コラージュ作り
◆定　　員　　１５組（申込み順）※親子参加可能
◆対　　象　　子育て中の方
◆費　　用　　１名５００円
◆持 ち 物　　お弁当、水筒、虫よけ
◆申込み方法　　電話にて受付
◆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

子育て防災講座　女性や子育て中の親必見

アウトドアから学ぶ簡単防災募集

◆日　　時　　８月２８日（水）午後２時～４時
◆会　　場　　秋川ふれあいセンター　２階　寿の間（和室）
◆講　　師　　あんどうりす 氏（アウトドア防災ガイド）
◆内　　容　　防災ワークショップ、避難所生活のポイント、他
◆定　　員　　４０名（申込み順）※親子参加可能
◆対　　象　　子育て中の方、興味のある方
◆費　　用　　無料
◆申込み方法　　電話にて受付
◆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

ゴルフを通じて地域貢献

チャリティゴルフ参加者募集募集

◆日　　程　　９月２６日（水）
◆会　　場　　立川国際カントリー倶楽部
◆定　　員　　７０組２８０名（申込み順）※７月２日から受付中
　　　　　　　キャディ付４０組１６０名（奥多摩コース）
　　　　　　　セルフ３０組１２０名（草花コース）
◆参 加 費　　３,０００円
◆競技費用　　キャディ付１１,９００円（昼食付、消費税、利用税別）
　　　　　　　セルフ　９,７００円（昼食付、消費税、利用税別）
　　　　　　　※立川国際カントリー倶楽部のメンバーも上記同額料金
　　　　　　　となります。
◆申込み方法　　参加費を添えてお申し込みください。
◆申込み・問合せ　　あきる野市民チャリティゴルフ大会実行委員会事務局
　　　　　　　あきる野市社会福祉協議会
　　　　　　　秋川事務所　　☎５９５－９０３３
　　　　　　　五日市事務所　☎５９５－０８１８

親子で過ごす楽しい時間と参加者同士の交流

親子バスレクリエーション事業募集

地域に地域に

「住んで良かった自治会」とは「仲の良い自治会」

【全ての活動拠点は自治会館】
　西伊奈自治会は住民の９割が市
外からの転入者で、全世帯１３４
世帯中１１３世帯８４％が自治会
に加入している、仲が良く、まと
まりのある自治会です。
　自治会活動の中心拠点、それは
「自治会館」です。毎月、囲碁将
棋、麻雀、カラオケ、囃子等、住
民が自主的に自治会館で活動して
います。
【異世代交流と情報共有】
　自治会館で行われる自治会行事
の３大イベント、①春の花見、②
夏のバーベキュー、③冬の餅つき
は、若い子育て世代が中心とな
り、若者からお年寄りまで異世代
が交流し合う、まさに「住民が仲
良くなれる場所」です。
　また、情報共有にも力を入れて
います。自治会発行の「西伊奈だ
より」は、多い時には毎週発行し
回覧しています。防犯、自治会行
事、廃品回収の成果など、自治会
の現状を知らせる事で地域の課題
も共有できます。
【自治会長としての心がけ】
　自治会長として３年、心がけて

きたことは2つ。「気さくさ」と
「スピード」です。「気さくさ」
とは、いつでも住民に会ったら気
軽に声をかけること。「スピード」
とは、何かあったらすぐに駆けつ
けること。このことで住民との距
離はとても近くなり、いまでは、
自治会員関係なく全ての住民と知
り合いになることができました。
　西伊奈に住んでいる私たちが目
指す「住んで良かった自治会」と
は、言い換えれば「仲の良い自治
会」だと思います。
　現在進行している自治会館新築
移転計画。来年度完成する自治会
の新拠点を中心に、西伊奈自治会
が更に「仲の良い自治会」となれ
るように努力していきます。

五日市入野獅子舞「太刀掛り」
次号あいネットあきる野は、９月15日発行予定です
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子育て応援講座　自然に触れてリフレッシュ

菅生の森で楽しく栗拾い募集

住民の交流の場
　　　「ふれあい餅つき大会」

ハガキでお申込みの方は、
以下の項目をご記入ください。

【ひとり親家庭】

▼申込方法　ハガキに①「ひ」と朱書きのうえ、②親子の氏名
　　　　　　（それぞれの生年月日、学年等）、③住所、④自

　　　　　　宅及び携帯電話番号を記入し、投函してください。

【障がい児者家庭】

▼申込方法　ハガキに①「し」と朱書きのうえ、②親子及び介
　　　　　　助者の氏名（それぞれの生年月日、学年等）、③

　　　　　　住所、④自宅及び携帯電話番号、⑤車いす等特に

　　　　　　留意することを記入し、投函してください。

▼注意事項　ご家族だけの参加が困難な場合、障がい児者１名

　　　　　　につき、家族外の介助者１名の参加は可能です。

　　　　　　（親子レクリエーションのため、障がい児者と家

　　　　　　族以外の介助者のみの申込みはできません。）

◆日　　程　　９月１日（土）　※今年度が最後の実施となります。
◆場　　所　　東京ディズニーランド
◆対　　象　　ひとり親家庭、障がい児者家庭
◆定　　員　　各６０名　※定員を超えた場合は抽選となります。
◆参 加 費　　大人（１８歳以上）６,７００円
　　　　　　　中人（中学・高校生、１２歳～１７歳）５,８００円
　　　　　　　小人（幼児・小学生、４歳～１１歳）４,３００円※３歳以下は無料
◆行　　程　　あきる野市を午前６時頃に出発し、午後８時３０分頃帰着予定
　　　　　　　です。東京ディズニーランドには、午前９時から午後５時まで
　　　　　　　滞在予定（園内自由行動）です。
◆申込み方法　　７月１７日（火）午前８時３０分から電話又はハガキにて受付
◆申込み期限　　８月３日（金）※ハガキの場合は８月４日（土）消印有効
◆申込み・問合せ　　【電話】市民活動推進係　☎５９５－９０３３
　　　　　　　【ハガキ】〒１９７－０８１２　あきる野市平沢１７５－４　
　　　　　　　　　　　　あきる野市社会福祉協議会　市民活動推進係宛
　　　　　　　※参加の可否については、申込者全員に書面にて通知します。
　　　　　　　　その後、証明書類の提出が必要となります。

西伊奈自治会　会長　田村　百蔵　氏
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