障がいのある方が安心して
地域で暮らせるために

希望の家（生活介護）

〜しっかり運動

体力維持を目的とした歩行活
動と、年１回のバザーに向けて
手作り品の製作に力を入れてい
ます。歩行時には近隣の方にお
声かけ頂く事も多く、地域の方
々の温かさを感じます。
製作活動は、裁縫のボランテ
ィアグループと協力して、藍染
のトートバックなど自慢の製品
を作っており、最近ではリピー
ターの購入者も多いです！

ひばり分室（生活介護）

こすもす福祉作業所

６，９０７円

企業等から請け負った仕事
（箱の組立等）を中心に日中
活動を行っており、仕事に応
じた工賃（給料）を毎月利用
者へ支払っています。
仕事だけではなく、施設全
体で行う各種教室等の余暇活
動にも参加し、楽しい毎日を
過ごしています。

Q＆A

Q 好きな活動は何ですか？
A バス旅行が毎年楽しみです。
Q 希望の家のどんな所が好きですか？
A 仲間と一緒に歩行できることです。

希望の家の
利用者さん

Q 今後の目標は何ですか？
A しっかり歩いて体重を減らし
たいです。

利用者

Q＆A

Q 好きな活動は何ですか？
A レクリエーション活動で行う
バレーボールが好きです。
Q 好きな行事はありますか？
A 毎年３月に行くいちご狩りです。
ひばり分室の
利用者さん

］

生活介護
近隣の公園での歩行活動や
創作活動を中心に日中活動を
行っており、皆さん笑顔で参
加しています。
資源（牛乳パックやアルミ
缶等）整理作業等の仕事も実
施しており、仕事に応じた工
賃（給料）を毎月利用者へ支
払っています。

希望の家、こすもす福祉作業所では

Q＆A

利用者を募集しています！

Q 好きな活動は何ですか？
A 袋を加工する仕事です。

両施設は、利用者の意見を尊重し、個性を大切にしている、自然と
笑顔になれる楽しい施設です。施設見学、体験利用を随時受け付けて
おりますので、お気軽にお問合せください。
※こすもす福祉作業所は、秋川ふれあいセンター内にあり、現在は就
労継続支援B型のみ募集しています。

Q 毎日楽しいですか？
A 職員さんも優しく楽しいです。
Q 工賃は何に使っていますか？
A 最近はDVDを買いました。

利用者

〜仕事を通じて、利用者の可能性を引き出します！〜

平成２９年度

利用者

きちんと受注作業〜

〜毎日の歩行で健康維持！楽しい活動も盛り沢山！〜

歩行活動や創作活動、各種教
室等を実施しています。
教室は美術・体操・音楽の３
つの教室があり、専門の講師の
指導で、利用者の感性を磨ける
いい機会となっています。
また月１回の外出行事や年１
回のバス旅行も実施し、様々な
経験を積むことができる施設と
なっています。

就労継続支援B型
［ 月平均工賃

楽しく製作

こすもす福祉作業所の
利用者さん

社協ホームページ

【お問合せ】
（共通窓口）
あきる野市五日市３７４−５
希望の家 ☎５９５−２３２４

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

（2）
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「みんなで支える」地域のちから
−

笑顔のまち、あきる野をめざして

−

まちづくりの仲間、社協会員とは？

社協会員
×
地域

地域

社協の使命である地域福祉の推進にあたっては、地域の主体で
ある住民が「相互に支え合う」しくみが大切です。
そのため、地域にお住まいの皆様に社協会員という形でご協力
をお願いし、笑顔のまちづくりに参加する仲間となっていただく
ことを趣旨として会員制度をとっています。
こうした趣旨に賛同した、１６,３４１の個人や団体が社協会員
として地域を支えています。(会員数は平成３１年２月現在)

企業

個人

団体

想いを形にする

地域福祉は想いから

「地域のために何かしたい」「安心して住み続けられる地域に
したい」など、地域の中には″地域を想う気持ち が様々な形で
存在します。社協の行う事業は、社協会員の協力を得て、そうし
た気持ちや想いを、具体的な形（サービス）や活動へとつなげて
いくものです。また、ひとりで悩まず、誰かに相談することがで
きる環境を整備するなど、社会的な孤立を未然に防ぐ活動も求め
られています。

地域には住民、企業、各種団体など多くの 人 が存在してい
ます。「人は社会的動物である」という古人の言葉があるように、
人はそれぞれ社会と関わりあって生活をしています。その関わり
に 地域を想う気持ち を添えて、自分にできる活動を無理なく
はじめる事が地域福祉の第一歩です。私たちの地域は私たちで支
えていく。これからの時代、そうした皆さんの想いが地域のため
に必要です。

元気いっぱい

仕事で貢献

思い出いっぱい

だけでなく

こどもの笑顔

できることから
株式会社ホシノ

家庭保育室ひまわり

星野さん

父がはじめた私たちの会社は創業以来４５年、地域の皆様に支
えられて事業を行ってまいりました。私自身もこの地域で生まれ
育ち、地域の方々に温かく育てていただいたと感じています。
ですので、自然と「地域」というものを意識するようになり、
仕事以外にも地域のためにできることがあればやってみようとい
う想いがあります。また、身近に障がいのある方と接する機会も
あったため、障がいのある方でも住みやすい地域にし
たいという想いから、社協の会員として、とも
に地域を支える想いを共有しています。

小野さん

地域の中でのびのびと育ってほしい。そんな想いで家庭保育室
を始めました。近隣住民も、「子どもたちの声や笑顔で元気をも
らっている」と言って、温かく家庭保育室ひまわりを受け入れて
くださり、園児たちが散歩にでると、お互いに声を掛け合って交
流することが日課になっています。
今では、初代卒園生が中学３年生となり、立派に成
長しています。毎年行う卒園生の同窓会にも多くの方
が参加して世代を超えた地域のつながりが生まれ
ています。地域の支えに感謝すると共に、自分
たちも地域のためにできることを続けたいと
思っています。

みんなに届け

私たちの想い！
住み慣れた
社協会員の声
地域に恩返し
地域の宝を守りたい

平沢町内会

橋本さん

仕事をしていた頃は、転勤や出張
も多く、地域の活動にほとんど参加
できていなかったので、定年後は地
域の活動に積極的に参加して、地域
貢献をしたいという想いから、活動
をしています。
町内会長も経験しましたが、現在
は通学路で児童の見守りをしていま
す。「地域の宝」である子どもたち
を犯罪や事故から守り、地域の中で
顔の見える関係を築くことで子ども
たちや保護者の方に、少しでも安心
を感じてもらえると嬉しいです。

言語だけでなく
文化も理解して
楽しい地域になる

街中で見かけた 日本語サークル参加
者 募 集 の チ ラ シ が き っ か け で 、「私
にも何かできるかな？」と軽い気持ちで
参加して、いつの間にか２０年以上活動
を続けています。
昨今、留学や就労のため日本へ住む外
国籍の方も増えてきていますが、まだま
だ、言葉や文化の壁は大きく、苦労され
る方が多いのが現状です。私たちの活動
は、日本語を学ぶだけではなく、お互い
の文化も学ぶことで理解を深め、みんな
が笑顔で暮らしていける地域にしたいと
あきる野市日本語サークル いう想いが込められています。
前田さん

あきる野市社協
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東京都社会福祉大会で表彰されました

平成 31 年 3 月 15 日

（３）

//// ボランティア団体を支援 ////
ボランティア・市民活動団体助成金活用報告
ボランティア・市民活動への幅広い市民の参加及び活動の活性
化を図り、地域福祉推進に寄与するため、申請のあった３事業
（団体）に交付した事業費の助成について報告します。

学習会〜高次脳機能障害のある方への理解〜
（高次脳機能障害者と家族の会あきる野「こーゆう」）

２月４日（月）に東京都
庁で開催された第６７回東
京都社会福祉大会におい
て、地域での福祉活動が評
価されたふれあい福祉委員
会３委員会と長年にわたり
ふれあいサロンを実施し、
地域福祉のためにご尽力い
ただいている２名などが、
東京都社会福祉協議会会長
より表彰を受けました。

【優良福祉地区（小地域福祉活動）】
雨間ふれあい福祉委員会
下代継ふれあい福祉委員会
戸倉東部ふれあい福祉委員会
【ボランティア等
社会福祉協力者・団体】
私市元子 様、久保 茂 様
【社会福祉協議会役職員功労者】
浦野龍治 様
【社会福祉施設・団体永年勤続功績者】
小川恵子 様

『あ高連支え合い募金』総額531,903円を社協に寄附

////〜支え合いの地域づくりのために〜////
あきる野市高齢者クラブ連合会
（以下、「あ高連」という）太田
勝久会長は、今回の寄附について、
「現在、全国的に『地域ぐるみの
支え合い社会』づくりがすすめら
れています。そこで、あ高連でも
会員が健康な間は積極的に活動に
参加して『担い手』になろうと努めています。なかでも『あ高連
支え合い募金』は、３０年度から手作りで募金箱を作り、周年活
動に変更しました。４７の高齢者クラブの会員が、お茶飲み会や
忘・新年会、清掃活動などの都度、１年を通じて貯めました。社
協の高齢者事業へ役立ててほしいとの想いで寄附をしました。」
とその想いを教えてくれました。
今後、あきる野市も超高齢化社会に向かっていきます。地域に
住む誰もが、自分たちにできる支え
合いは、何なのかを考え、そして行
動するそんな熱い想いが、地域づく
りには、大切なのだと感じました。
社協としては、そんな地域の皆さん
の想いを集めて、これからも笑顔が
あふれる地域づくりを進めます。

高次脳機能障害の理解
を深めるため、西多摩高
次脳機能障害支援センタ
ーより講師を招き高次脳
機能障害をお持ちの方と
の接し方について学びま
した。
参加者の中には、障が
いへの理解から、その後
のボランティア活動に協力される方もいらっしゃいました。

音訳・朗読学習会（音訳ボランティアサークル えくぼ）
視覚障がい者が利用する音訳
活動を広く認識してもらえるよ
う、ＮＨＫ放送劇団で活躍する
講師を招き全５回の学習会を音
訳ボランティアサークルえくぼ
が主催して行いました。
学習会では、視覚障害がい者
の方へ正確な情報を伝えるため
に朗読や音訳を練習し、誰もが安心して情報を得ることができる
よう支援する活動を啓発することができました。

ふれあい食事サービスと交流会（さわやか倶楽部）
男性を中心に調理を行う
さわやか倶楽部では、市内
の障がい者施設の利用者を
招待し食事会とレクリエー
ションで交流をしました。
通常は高齢者宅へ昼食を
届けるふれあい食事サービ
スのお弁当づくりを担って
おりますが、この様な催し
によって倶楽部活動の幅が広がりました。
◆問合せ
あきる野ボランティア・市民活動センター ☎５９５−９０３３

社協団体会員へのご加入ありがとうございました
事業所
秋川

慶

原小宮

㈲秋多運送

※平成31年１月１日以降に社協団体会員に加入された皆様を
ご報告いたします。

あきる野市医師会
草花クリニック
なかのやUクリニック
あきるの杜きずなクリニック
あきる台病院
瀬戸岡医院
近藤医院
葉山医院
奥村整形外科
清水耳鼻咽喉科クリニック

鈴木内科
小机クリニック
秋川病院
あべクリニック
伊藤整形外科
いなメディカルクリニック
奥野医院
上代継診療所
櫻井病院

さくらクリニック
佐藤内科循環器科クリニック
あきるの内科クリニック
朱膳寺内科クリニック
野口眼科医院
樋口クリニック
星野小児科内科クリニック
ほほえみクリニック
まつもと耳鼻咽喉科

森眼科
ゆき皮膚科クリニック
米山医院
渡辺レディースクリニック
公立阿伎留医療センター
あきなかレディースクリニック
あきる野総合クリニック

広告 あいネットあきる野に
募集 貴社の広告を掲載しませんか
・年間６回発行（奇数月１５日）
１回２６,０００部
市内新聞折り込み及び関係機関へ配布
・費用は１回１０,０００円〜
問合せ

総務係

☎５５９−６７１１

（４）

案内

あきる野市社協

平成 31 年 3 月 15 日

毎年５月は赤十字月間です

人道的支援の活動資金に協力を

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
災害発生時には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。
◆問合せ

募集

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

介護支援ポイント制度事業

自分のできることから始めよう

第147号

ふれあい食事サービス利用者募集

募集

手作りのお弁当を届けます

ふれあい食事サービス事業は、７０歳
以上の高齢や障がいによりご自宅での調
理が困難な方を対象に、水曜日または木
曜日の週１回、昼食として手作りのお弁
当をご自宅まで届けるサービスです。
◆利 用 料

１食５００円
※お弁当は毎回手渡しです。

◆申込み・問合せ

市民活動推進係

☎５９５−９０３３

配食ボランティア体験講座

募集

お弁当の配達でボランティアデビュー

介護予防の観点から、高齢者の社会活動及び地域貢献を奨励・支援
し、福祉施設での活動を通して高齢者が生き生きと元気に暮らすこと
が出来る地域社会を目指すことを目的に、市内在住の６５歳以上の方
（介護認定を受けていない方）で福祉施設での活動を希望する方を対
象としています。
【事前に登録する】事前に介護支援ボランティアとして登録します。
【施設で活動する】指定の福祉施設で活動します。施設利用者の話し
相手、ゲーム相手、配膳、外出、レクリエーショ
ンなどのお手伝い、草刈り、清掃、裁縫などの作業
【スタンプを貯める】活動を行うと１時間につき１スタンプを受け取
ることができます。
【交付金を受け取る】１年間貯めたスタンプをポイント換算し、ポイ
ント数に応じて最大５,０００円の交付金を受け取
ることができます。

ふれあい食事サービス事業の配食ボランティアとして、高齢者や障
がいのある方にお弁当を届け、最近の様子を確認する活動です。

◆申込み・問合せ

◆申込み・問合せ

あきる野市ボランティア・市民活動センター
☎５９５−９０３３

地域に

寺岡自治会

会長

沖倉

時

◆会

場

◆内
容
◆対
象
◆定
員
◆費
用
◆申込み方法

昭男 氏

また、昨年よりヤギを飼育して
おり、当番を決め、餌やりや散歩
などの世話をしています。ここで
もまた、地域住民同士のつながり
が生まれています。雑草が生える
時期になったら、ヤギにも「山遊
会」の活動に参加してもらう予定
です。
【和気あいあいと楽しい自治会】
自治会長として心がけているこ
とは、一人でも多く自治会の行事
に参加してもらい、胸の内を話せ
る関係性をつくるということで
す。派手な活動はなくても、意見
を言い合い、一緒に活動する機会
をもつことで、今後の自治会の発
展にもつながっていくと思います。

山遊会活動の休憩時間の様子

◆日
◆会
◆対
◆定
◆費
◆そ の

①５月１５日（水）、１６日（木）
午前１０時〜正午
②５月２２日（水）、２３日（木）
午前１０時３０分〜午後１２時３０分
①秋川ふれあいセンター １階 調理準備室
②社協五日市事務所
ボランティアの体験談発表、お弁当の配達
市内在住の方
各日５名（申込み順）
無料
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

成年後見制度専門相談会

募集

「伝統を絶やさず受け継いでいく、団結した自治会」
寺岡自治会は、１９世帯のこじ
んまりとした自治会なので、自治
会の行事は、全員が出ないと成り
立たないこともあり、会員のみな
さんが、「行事ごとには出る」と
いう意識があり、一致団結した自
治会です。最近では、転入して来
られた方や、別荘として週末のみ
この地で過ごされる世帯の方が、
新しい風を運んできてくれていま
す。
【伝統を受け継いでいく】
年８回ある祭事を自治会の氏子
で行っており、１月の元旦祭に始
まり、１２月のしめ縄作りまで、
先輩方からこれまでの経験を教え
てもらったり、作法などを習いな
がら、伝統を受け継いでいます。
【住民同士のつながり】
自治会の中で有志が集まり、
「山遊会」という名前で、下草刈
り伐採等の景観整備の活動を年５
〜６回おこなっています。空き地
を借りて、人が集まる拠点にした
いと思い、市のサポートも得なが
ら、数種類の花木を植え、住民同
士のつながりや、ふれあいの場に
もなっています。

◆日

相談者募集

司法書士に個別相談ができます
時
場
象
員
用
他

◆申込み・問合せ

５月１４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名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

ご寄附ありがとうございました
平成３１年
１月〜２月

寄附金
寄附物品

【寄付金】
有限会社 オートアロウ
デイサービス のらぼう
株式会社 アクセルオート
東京都立五日市高等学校
あきる野市高齢者クラブ連合会
神田通信機 株式会社
坂本 ヒサ子
清水 孝次
【物品】…使用済み切手など
有限会社 杉田燃料店
株式会社 師岡商店
株式会社 藤田製作所
株式会社 井上商店
株式会社 ネオテック
清水木材 株式会社

次号あいネットあきる野は、５月15日発行予定です

８件
１７件

817,995円
（敬称略、順不同）

18,600円
4,280円
14,625円
2,189円
531,903円
14,410円
200,000円
31,988円
あきる野市役所
秋留台すみれ会
髙橋 三恵子
乙津 宏子
嶺井 清祐
河野 千恵子

田中
桑
宮林
森田
萩原
高木

イサ
淑子
千尋
敏子
泰壽
生江

