社協会員にご協力をお願いします！
社協会員会費 500円の使い道は
168円 地域の見守り活動や交流の場のために
166円 高齢者や障がい者の在宅生活を支援する活動のために
96円 地域のボランティア活動を活性化するために
70円 福祉に関する情報発信や啓発活動のために
※上記内訳は平成２９年度の実績に基づき算出しています。

東

払

京

込

取

扱

票
千
※

十

万

千

百

十

欄

いずれかに○印を
おつけください。
おところ

〒

個人会員
一口
団体会員（事業所）
一口
団体会員（福祉施設） 一口

−

ご

※

頼

−

）

印

裏面の注意事項をお読みください。
（ゆうちょ銀行）
（承認番号 東 第56468号）

百

十

万

千

百

十

円

おなまえ
※

様
日

附

考
この受領証は、大切に保管してください。

社協ホームページ

①左の振込用紙をミシン目で
切り取り、郵便局またはゆ
うちょ銀行で振 込 む こ と が
で き ます。（手数料無料）
②社会福祉協議会の窓口（秋
川・五日市の両事務所）で
受付けています。
③町内会・自治会を通してご
協力いただけます。

印

備

これより下部には何も記入しないでください。

社会福祉法人 あきる
野市社会福祉協議会

会員になるには

金

−

附

人

様
（ご連絡先電話番号

通常払込
料金加入
者 負 担

千
※

料

おなまえ

日

依
※

500円
2,000円
5,000円

ご 依 頼 人

・

信

会員種別

記載事項を訂正した場合は、その箇所に訂正印を押してください。

あきる野市社協会員会費

切り取らないでお出しください。

令和元年度

円

備 考

料 金

※

通

印欄は、ご依頼人において記載してください。
※

加入者名

各票の

社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会

百

口座記号番号 加入者名 金 額

金 額

口座記号番号

振替払込請求書兼受領証

通常払込料金
加 入 者 負 担

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

お問合せ
総務係
☎559-6711

（２）

あきる野市社協

令和元年 5 月 15 日

第148号

介護が必要になっても
住み慣れた自宅で生活できる

介護サービス
×
地域

厚生労働省の調査によると、施設や病院ではなく、住み慣れた自宅で、家族の介護と介護サービ
スを組み合わせて生活したい人の割合は70％という結果で、家族の介護と介護サービスを組み合わ
せて生活させたいという家族の割合は76％にものぼり、本人よりも家族が自宅で生活させたいとい
う希望があることがわかります。

70％

介護をする家族の負担感
本人は、できれば家族に迷惑をかけたくないという思いを持っている人が多いですが、家族は、
できるだけ自宅で介護をしてあげたい、いわゆる老人ホームなどに入所させるのは「最終手段」と
考える人がまだまだ多い現状があります。そのため、家族介護者は、自身の生活を犠牲にし、介護

※厚生労働省老健局「介護保険制度に関する国民の皆
様からのご意見募集（結果概要について）」参考

疲れや、心身のストレスが溜まってしまう傾向にあります。

シニアガイドブックを
ご活用ください！

介護サービスを上手に活用

まずは相談から
「介護のことで相談したい」「退院後の生活

「要介護２の認定が出たけれど、利用できる

に不安がある」というような、高齢者の介護全

サービスを教えてほしい」「お風呂に入れてく

般についての相談は、あきる野市地域包括支援

れるサービスを知りたい」「退院後にリハビリ

センターが受けています。お住まいのエリアに

をしたいが、どのような所があるか知りたい」

よって、相談するセンターが分かれており、社

というような、介護保険サービスについての情

協では、西部地域にお住まいの方を対象とした、

報提供や、サービス調整、ケアプランの作成に

五日市はつらつセンター（あきる野市地域包括

ついての相談は、社協ケアセンターでお受けし

支援センター）を受託運営しています。

ます。
【介護サービス利用者の声】
リハビリに週２回通うようになり、転ぶこと

お仕事や子育てがひと段落した
後も、住み慣れた地域で活き活き
と生活していくために、社会参加
の場の情報や、生活支援サービス
など、様々なお役立ち情報を集め
て「シニアガイドブック」を作成
いたしました。
社協の窓口やあきる野市役所高
齢者支援課の窓口にありますの
で、ご活用ください！
【問合せ】社協ケアセンター
☎５５９−６５７４

配達サービスのある
あきる野市内の商店を
募集します！

社協では、買物に行けず困って
いる方のために、「配達サービス
のある商店リスト」の作成を進め
ております。
現在、あきる野市内にある配達
サービスを行っている商店の情報
を集めておりますので、掲載を希
望される方は、以下までご連絡く
ださい。
＊宅配便による配達は除きます。
【問合せ】社協ケアセンター
☎５５９−６５７４

がなくなりました。リハビリ先ではお風呂にも
入れるので、娘の負担も減ったようです。
気候がよくなってきたので、レンタルした歩
行器で近所のコンビニに行き買い物ができるよ
うに、リハビリに励んでいます。娘も「安心し
て仕事に行ける」と笑顔が増えました。
【問合せ】五日市はつらつセンター
☎５６９−８１０８

【問合せ】社協ケアセンター
☎５９５−９０３６（ケアマネ直通）

社協では、住み慣れた自宅で暮らし続けるための様々な相談をお受けします。
ご本人・ご家族も無理なさらず、お気軽にご相談ください。
（ご注意）
・この用紙は、機械で処理します
ので、金額を記入する際は、枠内
にはっきりと記入してください。
また、本票を汚したり、折り曲げ
たりしないでください。
・この用紙は、ゆうちょ銀行又は
郵便局の払込機能付きＡＴＭでも
ご利用いただけます。
・この払込書を、ゆうちょ銀行又
は郵便局の渉外員にお預けになる
ときは、引換えに預り証を必ずお
受け取りください。
・ご依頼人様からご提出いただき
ました払込書に記載されたおとこ
ろ、おなまえ等は、加入者様に通
知されます。
・この受領証は、払込みの証拠と
なるものですから大切に保管して
ください。

令和元年度

会員標語

「地域で支える みんなの笑顔」
皆様の想いが、地域を支えるちからとなり、みんなの
笑顔につながります。今年度も社協会員会費にご理解と
ご協力をお願い申し上げます。

お問合わせ

社会福祉法人
〒197-0812

あきる野市社会福祉協議会
あきる野市平沢175−4
TEL 042-559-6711

収入印紙
課税相当額以上
貼

付
印

この場所には、何も記載しないでください。

これからも﹁縁﹂あって支えあいながら生きていく︒

介護サービスを利用して
自宅で生活したい割合

やっぱり自宅で暮らしたい

あきる野市社協

第148号

（３）

令和元年 5 月 15 日

社協登録演芸ボランティア発表会

ボランティア事業費助成受付開始

今年度も演芸ボランティア発表会を開催いたします。社協登録演芸
ボランティアを中心とした運営委員会が発足し、自分たちの手で企
画・準備・運営を行っています。
登録団体・個人が音楽・踊り・落語・マジックなどの様々な演目で
出演しますので、ぜひお越しください。福祉施設や地域行事への出演
依頼も可能です。

社協に登録するボランティア・市民活動団体が行う市民参加型の活
動や広く市民を対象とした事業（講演会、交流行事など）に対して助
成を行います。「ともに支えあい 笑顔のまち あきる野」を目指して、
地域福祉を推進する団体を応援します。

ふれあいフェスティバル2019を開催

私たちは﹁縁﹂あって同じまちに住んでいる︒

【日時】６月２８日（金）、２９日（土） 午前１０時〜午後４時
【会場】秋川ふれあいセンター ふれあいホール

入場無料
観覧自由

地域にボランティア活動を広めよう

【助成金額】１団体５万円を上限とする
【対象団体】社協に登録しているボランティア・市民活動団体
※申請時に新規登録する団体を含む
【対象内容】①広く市民に対して行う社会福祉等に関する研修会
②市民を対象とした地域福祉向上を図る事業
【助成期間】８月１日（木）〜翌年３月３１日（火）
【受付期間】５月１５日（水）〜６月１４日（金）
※希望団体へ個別相談を受け付けますので、まずはご連絡ください。

障がい理解、点訳・音訳・
手話、傾聴等の啓発、他

当日のプログラムは、５月１５日（水）以降に
秋川事務所、五日市事務所で配布します

２５団体
出演予定

障がい者との交流行事
子育て応援、高齢者支援、他

【問合せ】あきる野ボランティア・市民活動センター
☎５９５−９０３３

ゴルフで地域福祉に貢献

ご寄附ありがとうございました

４月１９日（金）に東京五日市カントリー倶楽部で第４５回あきる
野市民チャリティゴルフ大会が実施されました。当日は２００名を超
える参加があり、協力いただいたチャリティ金は福祉車両や福祉備品
の購入に充てられます。
【南東コース】優勝 榎本義晴
【西南コース】優勝 四本裕之
【東西コース】優勝 塩野正喜

２位 岡野耕史
２位 井上 基
２位 市川猛雄

【問合せ】あきる野ボランティア・市民活動センター
☎５９５−９０３３

３位 矢島金光
３位 大澤伸二
３位 渡邊友子

次回（第４６回大会）は、９月２５日（水）
に立川国際カントリー倶楽部にて実施予定で
す。多くの方のご参加をお待ちしています。

【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

２０１９年３月〜４月

寄附金
寄附物品

１１件
１２件

【寄附金】
あきる野市更生保護女性会
草花保育園保護者会
あきる野市空手道連盟
あきる野市管工事組合
あきる野市ダンススポーツ連盟
山田 泰司
東海大学菅生高等学校・中等部父母の会
藤影流
希望の家手作りボランティアの会
行貞 良子・廣野 芳子
切手整理すずめの会
【寄附物品】使用済み切手、ベルマーク、他
小柳津 淳
有限会社杉田燃料店
佐々木 義治
あきる野市役所
丸山 多喜雄
小和田自治会
菊地 美子
西武信用金庫秋川支店

706,980円
（敬称略、順不同）

10,000円
10,000円
100,000円
32,000円
100,000円
100,000円
106,190円
36,300円
200,000円
5,000円
7,490円

石川
三橋
最上
玉置

修
テル子
昭子
宣子

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）

あきる野市社協

令和 元 年 5 月 15 日

２０１９年度

第148号

権利擁護講座

定員

１６０名（申込順）

元気なうちから考える。

自分のこと。家族のこと。

成年後見制度と
相続・遺言について

本人に代わって財産管理や契約手続き等を行う成年後見制度や、今後のために知って
おきたい相続・遺言について、講座を行います。ぜひご参加ください。
◆第１部 『成年後見制度について学ぼう』（講座６０分）講師：司法書士

6/11 火

◆第２部 『相続・遺言について学ぼう』

【申込方法】※以下のいずれかの方法で申込んでください

午後１時30分〜４時（開場１時 〜）
秋川ふれあいセンター ふれあいホール
【問合せ】相談支援係

（講座７０分）講師：弁護士

☎５３３−３５４８

①

電話申込み

☎５３３−３５４８

②

FAX申込み

Fax ５１８−２８２７

③

メール申込み

kouza@akiruno-shakyo.or.jp

（メールには名前、電話番号、講師への質問（ある場合）を記載してください）

こんな時は…

成年後見専門相談会

募集

司法書士に無料で相談できます

相談支援係にご相談ください
☎５３３−３５４８

◆日
◆会
◆対
◆定
◆費
◆そ の

時
場
象
員
用
他

◆申込み・問合せ

７月９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

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。通帳や書類の管理も心配。

障がいを持つ子供のため
に、今から成年後見制度
について知っておきたい。

※成年後見専門相談会は、奇数月の第２火曜日午後２時〜４時に
実施しています（年６回）

地域に

秋川ハイツ自治会

平田博喜 氏

「大家族」のような自治会をイメージしています
【会社でも地域でも】
昭和４６年に大手企業の社員住
宅として、１２４戸が分譲され、
その時できたのが、「秋川ハイツ
自治会」です。現在、ほぼ１００
％の自治会加入率で、他の町内
会・自治会とは成り立ちも会員構
成も違います。
同じ会社というのは、良し悪し
があり、会社でも地域でも顔を合
わせるとなると、職場の延長とい
う窮屈なこともあります。しかし
反面、いざという時は力を合わせ
るという強みでもあるのです。
【課題は高齢化と次世代の参画】
当時、若者だった我々も約半世
紀が過ぎて「高齢化」が課題にな
ってきました。同じ会社でつなが
っていた第１世代も次の世代にシ
フトチェンジ、現在、１２４世帯
中５７世帯が若者かつ同居世帯。
縦社会のルールが通用しなくな
り、若い世代の力を自治会へ注い
でもらえるかが今の最大の課題
です。
そんな中、昨年、自治会役員
OBや若い人も含めて「組織改革
委員会」を立ち上げ、若者の参画

について検討を重ねてきました。
今年度は検討された内容を、行
動に移す年になります。具体的に
は、①体育・文化、②いきいき協
力者、③防犯活動推進、④防災、
⑤ふれあい福祉の５つある委員会
の業務内容を細分化し、多くの役
割をつくります。会員それぞれ
が、年に１度でも良いから、何ら
かの自治会行事の企画運営に参加
してもらう。言わば「全員参加の
仕組みづくり」です。
【イメージは「大家族」】
今後の自治会行事のイメージ、
それは、それぞれが役割をもった
異世代交流です。現役時代から気
心知れた仲間や若い世代の親子連
れが集い合う楽しい行事です。
それぞれ自分の役割を担い、お
年寄りには知恵を借り、若者たち
には力を借りる。出来上がった行
事に子どもたちがはしゃぎ回り、
参加者全員が笑顔になる。昔あっ
た当たり前の家族の風景です。
そんな「大家族」のような、秋
川ハイツ自治会をイメージしてい
ます。

遠方に住む親が認知症に…。消
費者被害に遭ってないか、きち
んと生活できているか心配…。

成年後見制度推進事業

傾聴ボランティア養成講座

募集

会長

地域福祉権利
擁護事業

誰でも、わかりやすく、楽しく学べる

本講座は「傾聴」の基本的な手法を、ロールプレイを交えて楽しく
学べる講座です。傾聴やボランティア活動に興味のある方のご参加を
お待ちしています。
◆日

時

◆会
◆講

場
師

◆対
象
◆定
員
◆費
用
◆申込み方法
◆申込み・問合せ

募集

７月３日、１０日、１７日、２４日 全４回
毎水曜日 午後１時３０分〜４時
秋川ふれあいセンター ２階 会議室
NPO法人日本傾聴ボランティア協会
事務局長 山田豊吉 氏
あきる野市又は日の出町在住の方
１５名（申込順）
３,０００円
電話にて受付
あきる野ボランティア・市民活動センター
☎５９５−９０３３

ホームヘルパー募集中！！

高齢者や障がい者の自宅等で働く

社協では、介護保険法及び障害者総合支援法に基づくホームヘルプ
サービスを行うホームヘルパーを募集しています。
◆応募条件

◆勤務時間等
◆賃 金 等
◆申込み・問合せ

原則として、平成３１年４月１日現在、満７０歳未満
の方で、ホームヘルパー２級課程以上又は介護職員初
任者研修課程の修了者
月ごとの月間予定表によります
当会規定によります。賞与・通勤手当は支給しません
が、労働基準法に基づき有給休暇を付与します
社協ケアセンター ☎５５９−６５７４

次号あいネットあきる野は、６月１日発行予定です

