例年15,000点を超える物品を販売
第23回

楽しく買い物することで…
◆
◆
◆
◆
◆

地域のやさしさが集まり…
収益金の使い道
★ 移送サービス事業
★ ふれあい食事サービス事業
★ 有償家事援助サービス事業

長年探していた食器が売っていてびっくりしました！
毎年、どんな物品が出るか楽しみにしてます。
販売している方とも楽しくおしゃべりできました。
模擬店のやきそばなどがあり、とてもおいしかった！
障がい施設の販売する自主製品の仕上りに感動しました。
（来場者の声）

五日市会館

五日市会場

10月21日（日）
10時〜15時

五日市中

りそな銀行→
←至桧原
五日市出張所入口↑

至日の出→

五日市街道→

秋川ふれあい
センター

GS
五日市街道
↑秋留台公園西

をご提供ください

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

社協ホームページ

♥
♥
♥
♥
♥

通院の時、とても助かっています。
おいしいお弁当を楽しみにしています。
掃除を手伝ってもらって助かりました。
急に車いすが必要になった時に借りられました。
自宅で散髪してもらえるので安心です。
（サービス利用者の声）

体育館

「新品・未使用品」
〇寝 具 類
〇手芸・小物類
〇食 器 類
〇電 気 製 品
〇雑 貨 類

地域に笑顔が広がります！

東中

秋留台
公園

市役所

（売切れ次第終了）

車両進入禁止

秋留台高

秋川会場

10時〜15時

武蔵五日市駅
↓

↑五日市出張所

（売切れ次第終了）

10月28日（日）

など、社協が実施する福祉サービスの事業
に活用します。

たくさんの方の
ご来場をお待ちしております！
９月１４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や事業所
の皆様からは直接受付いたします。

〇石 鹸 類
〇タ オ ル 類
〇衣
類
〇食 料 品 類

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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第 144 号

相談支援係

こんにちは

【問合せ】
☎ 533-3548

です

地域福祉権利擁護事業
判断能力が不十分な方が利用対象者となります

福祉サービスの手続きや自
宅に届く郵便物の内容がわ
からなくなってきた。誰か
一緒に見て、相談に乗って
くれないかな。

最近、１人で銀行に行って
生活費をおろしたり、通帳
や大事な書類を管理するこ
とが心配になってきたわ…

■日常的金銭管理サービス■
生活費の払戻し、公共料金等支払い手続き支援

支援

■書類等の預かりサービス■
実印や通帳、年金証書等、重要な書類を預かります

成年後見制度推進事業

遠方に住む親が認知症に…。
消費者被害に合わないか心配
だけど…。

障がいを持つ子どものため
に、今から成年後見制度に
ついて知っておきたいわ。

◆理事・評議員が一部改選されました
あきる野市社会福祉協議会の理事１名、評議員８名が改選
されました。
就任された方
理

事

評議員

相談

成年後見制度に関する相談をはじめ、講座や
学習会の開催、司法書士による専門相談会、成
年後見人等のサポートを行っています。

退任されました皆様には、ご尽力いただきありがとうござ
いました。これからも社協に対しご支援、ご協力をお願いい
たします。

（敬称略・順不同）

野口金雄
橋本

実

皆川三千男

山下芳夫

中村

明

私市惠一

栗原繁和

森田康雄

山口恭平

認知症や知的障がい、精神障がい等で、判断
能力が不十分な方のために、法律的に権限を与
えられた援助者（成年後見人等）が、本人に代
わって財産管理や契約手続き等を行う制度が
「成年後見制度」です。

退任された方

（敬称略・順不同）

理

勇

事

評議員

中村

田中春夫

浦野龍治

小林盛利

江頭弘通

織田誠治

山口只夫

金子利政

（欠員１名）

みなさまから寄せられた

10月 １日（月）
〜

やさしさ

募金運動期間

があきる野のまちへ広がる

10月31日（水）

赤い羽根共同募金運動にご協力をお願いします
みなさまからの募金は、あきる野市内の福祉施設に使われます。
門扉の改修

クッションパネルの購入

募

金

方

法

① 町内会・自治会を通じての募金
② 市内福祉施設等での募金
③ 社協事務所に設置された募金箱での募金
④ ボーイスカウト・ガールスカウトによる街頭募金

！ 今までにたくさんの やさしさ を届けてきました！

他にも

◆保育園の遊具、テント、発電機、浄水器、かき氷機
◆障がい者施設のテント、送迎車、洗濯機、社会生活訓練事業等
◆高齢者施設の送迎車、ベッド、冷蔵庫などの整備等
◆市内福祉施設の小規模修繕（保育所の門扉取替えや畳表替え等）

市内の福祉施設からの配分（Ｂ配分）申請を受付中です。
詳しくは下記までお問合せください。
【申請期限】平成３０年１０月３１日（水）まで
【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

これからも地域住民のみなさまと一緒に︑地域福祉に取り組みます︒

■福祉サービスの利用援助■
福祉サービスの情報提供、利用料支払い手続き支援

あきる野市社協
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グラウンド・ゴルフで元気はつらつ！

地域のための真心をありがとう
平成３０年度

あきる野市社会福祉協議会

表彰式

平成３０年度の社協の表彰式が７月１１日（水）、秋川ふれあいセンターで行われました。社協が行う福祉活動
にご理解をいただき、多額の金品をご寄附いただいた皆様や長年に渡り社協理事・評議員、ふれあい福祉委員を務
められた皆様に表彰状を贈らせていただきました。

社会福祉協議会は︑﹁不安﹂を﹁安心﹂に変えるための様々な取り組みを行っています︒

■ご寄付いただいた方々
あきる野市ダンススポーツ連盟
あきる野市高齢者クラブ連合会
秋川農業協同組合
東京都立五日市高等学校全日制生徒会
布田歯科医院
慈勝寺
岡部 絹代

あきる野市五日市舞踊連盟
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
東京都立五日市高等学校定時制生徒会
松若梅須恵敏
山田 泰司

■長年に渡り社協の理事・評議員を努められた方々
中村 勇
小林 盛利
■長年に渡りふれあい福祉委員を務められた方々
田村 三和子
船戸 順子
内野 ミチ子
佐藤 和夫
小澤 しのぶ
石川 紀子
塩野 佐知子
金子 博子
渡辺 みづ恵
鈴木 尚代
栗原 佳代子
（敬称略・順不同）

西日本豪雨災害
義援金に
ご協力ください

夏！体験ボランティア in あきる野 2018
素敵な思い出がいっぱい詰まった夏休みになりました！
夏休みの期間を利用した体験型のボ
ランティア活動（通称 夏ボラ）を、
市内福祉施設やボランティア団体等に
ご協力いただき７８のプログラムを実
施いたしました。今年度も小学1年生か
ら社会人の延べ５９３名の方が参加し、
夏ボラでしかできない体験や経験をし
ました。

７月に発生した西日本豪雨災害につきま
しては、多くの死者・行方不明者を出し、
甚大な被害をもたらしました。
現在、被災地の復興支援のため、日本赤
十字社東京都支部あきる野市地区事務局で
は、西日本豪雨災害義援金の募金箱を社協
秋川事務所及び五日市事務所に設置してい
ます。皆様のご支援・ご協力をお願い申し
上げます。
【参加者の声】
以前から児童発達支援施設に興味があったため、
今回夏ボラに参加しました。曜日によって年齢も
様々で、年齢が小さいクラスは個々の遊びを中心と
し、年齢が大きいクラスは集団を意識した内容にな
っていました。私も子どもたちと一緒に夏ならでは
の遊びを満喫し、とても楽しかったです。
また、あきる野学園の夏祭り出店に伴い、てるぼ
うずくらぶのお手伝いもさせていただきました。多
くの方が立ち寄ってくださり、たくさんの方と関わ
ることができて楽しかったです。

■募金期間
平成３０年１２月３１日まで
■問合せ
日本赤十字社東京都支部あきる野市
地区事務局（社協秋川事務所内）
☎５９５−９０３３

ご寄附ありがとうございました
平成３０年７月１日〜８月３１日
【寄附金】
秋川レディースフォークダンスサークル
30,000円
匿名
200,000円

寄附金
寄附物品

【物品】
有限会社 杉田燃料店
あきる野市環境政策課・健康課
東京都立五日市高等学校
栄町自治会

2件 230,000円
12件 （敬称略、順不同）
菊地
坂本
本郷
高木
石川
青山
塚田

美子
孝好
朝次
生江
修
明美
節子

（４）
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サンタクロースボランティア募集

募集

子どもに夢をあたえる活動です

サンタクロースに仮装して、子どもたちに夢をあたえるボランティア
活動です。各家庭で用意したプレゼントを渡す活動にご協力いただける
男性のボランティアを募集しています。子どもたちの笑顔が間近で感じ
られる、とてもやりがいのある活動です。

◆活 動 日 時

１２月２３日（日）、１２月２４日（月）
午後５時〜８時
◆応 募 資 格 ①６０歳以上の男性で、なるべく２日間できる方
（年齢・活動日は相談可）
②車の運転が可能な方（活動は社協の車両を使用）
※運転のみのご協力も可能です。（女性も可）
◆説明会日時 １０月２５日（木）午後１時３０分〜
◆説明会会場 秋川ふれあいセンター ボランティアルーム
◆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

介護サービス啓発イベント「介護の日」開催

在宅介護の専門家が集結します

１１月１１日（いい日、いい日）の「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、介護サービス啓発イベントを開催します。お気軽
にお立ち寄りください。

◆日
◆会
◆内

時
場
容

◆そ の 他

◆問 合 せ

第144号

ボランティア入門編
コミュニケーションを円滑にする素敵な会話術

募集

ボランティア始めてみませんか？

ボランティア活動では人と人とのコミュニケーションが大切です。本
講座ではコミュニケーションが円滑になるよう、素敵な会話術を学んで
いきます。また、様々なボランティア活動を紹介いたしますので、この
講座をきっかけにボランティア活動を始めてみませんか。皆様のご参加
をお待ちしております。

◆日
時 １１月８日（木）午後１時３０分〜３時３０分
◆会
場 秋川ふれあいセンター ２階 会議室
◆講
師 Swimmy LLP 長谷川直子 氏（フリーアナウンサー）
◆定
員 ４０名（申込み順）
◆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

災害ボランティア養成講座

募集

参加者募集

災害まち歩きから災害時の支援を学ぶ

あきる野市の被害想定を知り、地域の危険個所や避難場所を確認しま
す。地域を知ることで災害時に必要な支援を考えて災害ボランティアの
役割を学びます。

◆日
時
◆会
場
◆内
容
◆対
象
◆定
員
◆参 加 費
◆そ の 他

１１月１８日（日）午前９時〜午後４時 ※小雨決行
１１月１０日（土）午前１０時〜午後４時
油平クラブハウス
秋川ふれあいセンター
防災まち歩き（西秋留地区）、災害ボランティアの活動他
ケアマネジャーによる介護相談、訪問入浴の実演、
市内在住在勤の方
福祉用具の展示、通所事業所の作品展示、骨密度測定、
３０名
看護師による健康相談他
無料
１１月６日（火）〜８日（木）には、あきる野市役所１階
昼食はアルファ米の試食を用意します。
コミュニティホールにて、ケアマネジャーによる介護相談、
西秋留地区防災安心地域委員会と恊働で実施します。
通所事業所の作品展示等のプレイベントを開催します。
◆申込み方法 電話にて受付
社協ケアセンター
☎ ５５９−６５７４
◆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

地域にズームイン！
！
介護教室

募集
秋留台自治会
「

会長

伊井

晴美 氏

できる人 が できない人 の役に立つ」
「顔の見える自治会」

秋留台自治会は、４０年程前に
宅地開発された土地に、市外から
多くの転入者が移住して発展して
きた自治会です。現在も、その頃
からの住民が多く暮らしており、
全世帯の約９割にあたる１４０世
帯が自治会に加入しています。
近年では、住民の高齢化に関連
する課題も多くなりましたが、元
気な高齢者も多く、秋留台すみれ
会（高齢者クラブ）の活動を中心
に、カラオケや輪投げなど自治会
館での活動も、毎週行われていま
す。
【支え合う】
住民の見守り運動にも力を入れ
ています。独居の高齢者や、体が
不自由な方など日常生活に困難を
抱える方への訪問や、声かけ運動
を適宜行うことで現状を把握し、
秋留台自治会のスローガン「 で
きる人 が、 できない人 の役
に立つ」を体現できるよう、自治
会長を中心に取組んでいます。
【安心して暮らす】
こうした取り組みは、秋留台自
治会の住民が安心して暮らしてい

五日市入野獅子舞「太刀掛り」

くために重要なことであると考え
ています。一人で悩まず、誰かに
相談できることが住民の安心感へ
と繋がっていると実感していま
す。
【顔の見える関係】
自治会長になり、今年で７年目
となりました。様々な行事や取組
みを通じて、秋留台自治会の住民
全員と顔の見える関係になれた事
は、自治会長として一番の喜びで
す。
今後も自治会行事の清掃活動や
懇談会など、多くの方に参加して
いただく事で、住民同士の「顔の
見える自治会」を目指していきま
す。

参加者募集

認知症について正しい知識を得よう

専門領域の医師を講師に招き講義していただきます。この介護教室を
きっかけに、認知症について学びませんか？

◆日
時
◆会
場
◆内
容
◆対
象
◆定
員
◆申込み方法
◆申込み・問合せ

１０月２６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
認知症について
市内在住在勤の方
３０名
電話にて受付
五日市はつらつセンター
☎ ５６９−８１０８

成年後見制度専門相談会

募集

司法書士に個別相談ができます

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
◆会
◆対
◆定
◆そ の

程
場
象
員
他

１１月１３日（火） 午後２時〜４時
秋川ふれあいセンター １階 会議室
市内在住で成年後見制度等について相談したい方
３名（１人４０分）※ 予約制
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
懇親会の様子

次号あいネットあきる野は、11月15日発行予定です

