歳末たすけあい・地域福祉活動募金運動に
ご協力お願いします

ご協力方法
① 町内会・自治会を通じてご協力をお願いしています。
② 社協秋川事務所と五日市事務所の窓口で直接受け付けています。

12/1〜

歳末たすけあい・
地域福祉活動募金ってなぁに？
歳末たすけあい運動は、戦後の混
乱期に、市民の助けあいの精神によ
り、生活に困窮する方々への物資の
持ち寄り運動として始まりました。
その後、時代や社会情勢の変化に応
じながら、地域で暮らす方々が安心
して過ごせるための貴重な地域福祉
活動募金として、各地域によって様
々な活動の財源として活用されてい
ます。
あきる野市社会福祉協議会では、
歳末たすけあい運動をとおしてお寄
せいただいた募金を、下記で紹介す
る住民相互の支えあい活動の財源と
して使わせていただきます。

地域で集める

う
あ
え
さ
さ
り
つなが
くり
づ
域
地
の
な
みん

市民

ガン

ー
全国的なスロ

地域で決める
市民を中心として、
自分たちの地域をより
良くするための仕組み
ができています。

平成２３年度から、「あきる野地区配分推薦委員会」という、市
民により構成される組織を作り、自分たちの地域で、どのように募
金を配分するか決める仕組みになっています。こうした仕組みによ
り、今まで以上に地域の実情に合った配分が可能となりました。

皆様から寄せられた募金は、誰かの笑顔につながっています
地域に役立てる

市民の皆様から寄せられた募金は、あきる野市内のボランティア活動推進事業、ふれあい福祉委員会事業、
ふれあいサロン事業などの財源となり、地域住民の笑顔や安心へつながっています。
そうしたサービスが、実際にどのように活用されているのか、「利用者の声」を交えて紹介させていただきます。

支え合いの気持ちを形に
ボランティア活動の推進

住民の声
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。
７０歳代女性

地域交流からうまれる安心感
ふれあいサロン事業

いつも気にかけてくれてありがとう
ボランティア参加者の声
老人ホームでのボランティアに参加
し、レクリエーションや食事のお手伝
いなどをしました。
おじいちゃんやおばあちゃんとたく
さんお話ができ、楽しいボランティア
活動となりました。
高校生女子

社協ホームページ

ふれあい福祉委員会事業

サロン参加者の声
初めての子育てで、不安になることも
多かったのですが、子育てサロンに参加
して、子育ての悩みを話すうちに、自分
だけでないことがわかり、安心すること
ができました。子どもも同世代の子たち
と遊んで、楽しんでいます。
２歳児の母

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

（２）
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安心して暮らせる地域のために

高齢者
×
地域

−他人事で済ませない、自分事で行動しよう−
あきる野市の高齢化率は２９％を超え、都内では島しょ部を含め６２の市区町

村の中で９番目に高い数字となっています
（東京都全体では２２.６％）。高齢化に

で、
お互いに支えあいながら解決してきました。
しかし、核家族化や少子高齢化等

高齢化率
29.0％

の社会背景から、人と人とのつながりが弱まり、生活における困りごとを解決しづ

あきる野市

※

らくなっています。

※

29.0％

住民基本台帳による東京都の世帯と人口（町丁別・
年齢別）/平成３０年１月
高齢化率とは全人口に占める６５歳以上の割合を
いう。

［地域の変化や課題に対応するチカラ］

困りごとは十人十色
本人が抱える困りごと、家族が抱える困りごと、

地域での困りごとなど様々です。

お互いさまと思いやり
東京都では、地域で行う見守り活動として下図のような取り組みを進めています。

▶将来に対する漠然とした不安がある。

▶加齢により足腰の筋力が低下し、
買い物などの
外出が困難になり、調理や掃除などの家事が

できなくなってきた。

▶一人暮らし高齢者で近くに家族や親族がいな

いため、入院や退院の際に付き添いを頼める

人がいない。

▶福祉サービスの制度や手続きがわからない。

緩やかな見守り

地域住民が日常生活の中で、
いつもと違う、何かおかしいと感じる人
に対するさりげない見守り活動。

担当による見守り

定期的な安否確認や声かけが必要な人に対して、民生・児童委員など
担当を決めて定期的に行う見守り活動。

専門的な見守り

専門的な支援が必要な方に対して、社協や地域包括支援センターな
どの職員が専門的な知識や技術を持って行う見守り活動。

▶老々介護で疲れ果てている。

▶認知症の親が頻繁に迷い人となるため、目が
離せないので、仕事に出られない。

▶地域に、認知症一人暮らし高齢者が増えてき
たので、火災や防災のことが心配。

高齢化に伴うこと以外にも、色々な困りごとが

いくつも重なり、複雑な関係になることも少なくあ

りません。

９

参考）東京都発行 高齢者等の見守りガイドブック第３版

地域では、困りごとを抱えながら孤立しないよう、住民同士による見守り活動が行われてい
ます。
その結果、心配な方がいると相談窓口や専門機関を紹介している、困りごとの話しを聴
いている、
訪問した際にちょっとしたことを手伝っている、
など、
気にかけあい、
声かけあい、
助け
あう活動が広がっています。
最近では、
「支援する人」
「支援される人」
のような関係から、年齢を
問わずに
「できる人が できることを できる範囲で支える」
といった関係に意識が変わってきて
います。安心して暮らせる地域のためには思いやりのある行動として、
お互いに気にかけあう
見守り活動が大切となります。

希望の家の利用者を募集しています！
希望の家は障がいをお持ちの方の生活介護事業所（通所型）として社協
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。
問合せ 希望の家 ５９５−２３２４

生活支援サービスの情報を
教えて下さい！
社協では、高齢者のみな
さまが住み慣れた地域で元
気で暮らすために必要な、
生活支援サービスの情報を

【公園での歩行の様子】

集め、みなさまにお知らせ
するガイドブックを発行す

体力維持のため、１年を通して公園
や町内を元気に歩行しています！

る予定です。
在宅での生活で役に立つ情報をお持ちの方（利用し
ている方や事業所の方）は、是非ご連絡ください！
〇介護タクシーや外出付き添いのサービス
〇掃除や調理などの家事支援サービス
〇安否確認や緊急通報サービス

【創作活動の様子】
秋の福祉バザー販売や１月の作品展
に向けて、様々な手芸品を作製して
います！

〇お弁当などの宅配サービス

など

＊あきる野市内に事業所のある
サービスに限定させていただきます。
連絡先

社協ケアセンター☎５５９−６５７４

﹁出会い﹂から﹁地域のつながり﹂にするために毎日の﹁出会い﹂を大切にしたいですね︒

私達は、生活における困りごとを、家族、友人、地域、職場といった関係のなか

桧 原 村 50.2％
奥 多 摩 町 49.2％
三 宅 村 39.6％
…

伴い地域では様々な困りごとが発生しています。

１
２
３
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遺族の想いを次の世代へ

あ高連第１４回文化展

日々の暮らしの中で︑﹁出会い﹂はたくさんあると思います︒

あきる野市とあきる野市遺族会との共催により、毎年「あきる
野市戦没者追悼式」を開催しています。
今回、初めて五日市地域交流センターまほろばホールで開催す
ることになりました。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。

五日市会館での様子

チャリティゴルフ盛大に開催
去る、９月２６日（水）に立川国際カントリー倶楽部にて、第
４４回あきる野市民チャリティゴルフ大会が開催され、雨の降る
中２３２名が参加しプレーしました。
【奥多摩コース】
優勝 井上 基 様
【草 花コース】
優勝 岡部貴浩 様

２位

有澤

勇様

３位

杉村弘彰 様

２位

笠井欣也 様

３位

神成聖一 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。
今回は過去４回分のチャリティ金を合せて福祉車両（約１４０
万円相当）を１台購入し、社協へ寄贈していただきました。社協
が実施する移送サービスの車両と
して活用し、市民の福祉サービス
向上に役立てます。
次回大会のご案内
平成３１年４月１９日（金）
東京五日市カントリー倶楽部
◆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
☎５９５−９０３３

（３）

１年かけて作った力作が集まります！

あきる野市戦没者追悼式

◆日 付
１１月２４日（土）
◆時 間
午前１０時
（開場午前９時３０分）
◆場 所
五日市地域交流センター
３階 まほろばホール
◆問合せ 五日市事務所
☎５９５−０８１８

平成 30 年 11 月 15 日

左/山田宗孝実行委員長
右/倉田克治社協会長

◆日 付
１１月２９日（木）
１１月３０日（金）
１２月 １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

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１４回を数えます。
制作に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。

笑顔あふれる福祉バザーができました！
第２３回 福祉バザー
１０月２１日（日）、２８日（日）に開催された福祉バザーで
は、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１０００名を超えるボランティアの皆様に
支えられ、当日は多くの方が買い物に来ていただきました。
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。皆さまのご理解とご協力に感謝いたしま
す。

提供物品
１５,４１６点
売上金
３,５５１,８８８円

ご寄附ありがとうございました
寄附金
寄附物品

平成３０年９月〜１０月

社協前会長 坂本栄司氏
東京都知事より表彰される
当法人の会長として在職した１４年間、ボ
ランティア活動の支援や、日本各地で発生し
た大災害に対し、多くの社協職員を被災地へ
派遣し、支援を行うなど、地域福祉の向上に
貢献した坂本栄司氏が、その功績を讃え、福
祉・医療・衛生功労者として、１０月１日
（月）都民の日に東京都知事より表彰されま
した。

中之島流大正琴琴知香会
切手整理 すずめの会
増戸珠算塾 藤山計子
都立五日市高等学校 定時制
あきる野市空手道連盟
木住野 千恵子
東山夢妙志
瀬戸岡将棋愛好会
都立五日市高等学校 全日制
都立五日市高等学校 全日制

10件
11件

10,000円
9,740円
30,000円
66,500円
31,600円
4,331円
100,000円
1,900円
39,100円
139,321円

生徒会

生徒会
生徒会

【物品】
有限会社杉田燃料店
あきる野市役所
あきる野市民チャリティゴルフ大会実行委員会
秋留台すみれ会

432,492円
（敬称略、順不同）

宮本
西宮
武井
永島

昭子
和則
俊吾
秀子

小暮
田中
青木

裕隆
みどり
元子

〔お詫びと訂正〕
平成３０年９月１５日発行のあいネットあきる野No.１４４号に掲載しております記
事中、下記につきまして誤りがございましたので、お詫びして訂正いたします。
記
２ページ目 中央 ＜理事・評議員の改選に関する記事＞
＜退任された評議員＞の「 山口 只夫 氏 」は、正しくは「山田 只夫 氏」です。

（４）
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募集

クリスマスプレゼントを届ける家庭を募集

サンタクロースがあなたの家に
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します

◆日

時

◆対

象

◆定
員
◆そ の 他
◆申込み方法
◆申込み・問合せ

募集

１２月２３日（日）・２４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
①満１歳〜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
両日とも３０家族 ※申込み順
プレゼントは各家庭でご用意ください。
電話にて受付 １１月１５日（木）〜１２月７日（金）
（受付後に、訪問場所等の調整と確認を行います）
あきる野ボランティア・市民活動センター
☎５９５−９０３３

成年後見制度専門相談会

相談者募集

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について相談ができます。
◆日
◆会
◆対
◆定
◆費
◆そ の

時
場
象
員
用
他

◆申込み・問合せ

平成３１年１月８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について相談したい方
３名（１人４０分）※予約制
無料
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
相談支援係 ☎５３３−３５４８

地域に

樽自治会

会長

峰岸

「団結して協力し合う」
「みんなが誰かの ヒーロー になる」

五日市入野獅子舞「太刀掛り」

障がい児（者）と家族の交流

案内

います。夏に行った流しそうめん
イベントは大人から子どもまで一
緒に盛り上がりました。
【近隣の自治会、若い世代との恊働】
樽自治会に限ったことではあり
ませんが、高齢化に伴う課題や若
い世代の自治会離れが心配されて
います。そうした課題を解決する
ため、深沢・山下・小倉・樽の４
自治会で恊働し、子どもの遊び場
となる公園づくりなどの構想を練
っています。
他にも、たくさん構想があるの
で、今後は若い世代とも恊働し
て、この地域を盛り上げていきた
いと思っています。

懇親会の様子

ふれあいクリスマス

クリスマス会で楽しく交流しませんか

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、桧原村）に住む障がい児（者）
とその家族の交流を目的に、楽しい企画をたくさん用意しています。
◆日
時
◆会
場
◆内
容
◆対
象
◆申込み方法

１２月１日（土）午後２時３０分開会
秋川ふれあいセンター
合唱、音楽演奏、大道芸、サンタとの記念撮影など
市内在住の障がい児（者）とその家族
１１月１６日（金）までに下記までお申し込みください。

◆申込み・問合せ

秋川流域ふれあい
クリスマス会
２０１８実行委員会事務局
☎５９５−９０３３

親族後見人等連絡会 参加者募集

募集

後見人になるってどういうこと？

身近な人が成年後見制度を利用することになり、自分が後見人等を
引き受けることになったら…？今回は、情報交換の他、後見人になっ
たあとに必ず提出する報告書の書き方について、司法書士をアドバイ
ザーに迎え、具体的にわかりやすく説明します。
◆日
◆会
◆内

時
場
容

◆対
象
◆定
員
◆費
用
◆申込み方法
◆申込み・問合せ

募集

一男 氏

樽自治会には、全世帯の９割を
超える４４世帯が加入していま
す。規模が大きい自治会ではあり
ませんが、その分、住民同士の団
結力が強い自治会です。
【団結、そして助け合い】
私が自治会長となり、今年で５
期９年目となりました。この経験
の中で、団結力の強さを実感する
ことが多くありました。
数年前に降った大雪の際は、地
域の若者が率先して雪かきを行
い、高齢となった住民の ヒーロ
ー になりました。
その分、若い世代の住民を助け
たいと全住民が団結して子どもの
見守り運動にも力を入れていま
す。
住民同士が助け合い、協力し合
うことで「みんなが誰かの ヒー
ロー 」になれる。いつの間に
か、そのような関係ができていま
した。
【交流行事】
自治会内の行事も定期的に行
い、住民同士の交流の場となって

第145号

◆日
時
◆会
場
◆指
導
◆対
象
◆定
員
◆費
用
◆申込み方法
◆申込み・問合せ

募集

１２月１７日（月）午後１時３０分〜３時
あきる野ルピア ３階 産業情報研修室
①家庭裁判所に提出する報告書の書き方（講座）
②質疑応答・情報交換
親族後見人、成年後見制度の利用を考えている方
２０名（申込み順）
無料
電話にて受付
相談支援係 ☎５３３−３５４８

ボランティア入門講座 参加者募集

お正月に飾ろう！親子でミニ門松づくり
１２月２７日（木）午前９時３０分〜正午
秋川ふれあいセンター ２階 会議室
はればれ竹クラブ（社協登録団体）
市内在住者の小学生以上の親子及び社会人
２０組（申込み順、小学生は親子参加とする）
材料代５００円（門松１基につき）
電話にて受付
あきる野市ボランティア・市民活動センター
☎５９５−９０３３

介護教室

エンディングノートから先を考えよう

今から考える自分の最期

人生最期の時を、満足のいく形でしめくくれるように、今から知っ
ておきませんか。
◆日
時
◆会
場
◆講
師
◆内
容
◆対
象
◆定
員
◆申込み方法
◆申込み・問合せ

１２月１４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
看護師
在宅での看取り方や訪問看護サービス、事例について等
市内在住・在勤の方
３０名
１１月１６日（金）より電話にて受付
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31年１月15日発行予定です

