
　あきる野市社会福祉協議会では、
平成３０年度も皆様のご理解・ご協
力をいただき、さまざまな事業を行
うことが出来ました。その一部をご
報告させていただきます。

　住民の協力と参加により、子どもたちや子育て世代の支援を行い、ボ
ランティア活動の啓発や、安心できる地域づくり活動を行いました。

【子育て応援サロンの運営】　子育て中の親が孤立、孤独にな
らないよう、集いの場として子育て応援サロン「ファンファン」
を月１回実施し、１５４組３２３名の親子が参加しました。

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

ボランティア　子育て

平成30年度

【寄附金・寄付物品等】
　寄附金………６６件〈６,５５９,１４９円〉
　寄附物品…１１３件
【会員数】
　個人会員…１５,５８８世帯
　団体会員………７５４団体

ご協力

ありがとう
ございます

事業報告

取り
組み

　障がいの有無にかかわらず、誰もが自分らしい暮らしができるよう障
がい福祉サービスの充実につとめました。

【移動支援サービス】　障がいのある方の外出介護、外出支援
を目的にヘルパーを派遣し、延べ６５９回ご利用をいただきま
した。また、日常生活に必要な相談・援助活動を行いました。

障がい福祉

詳しくは、

でホームページを検索。

　スマートフォン用
　QRコード
（ホームページへリンク）

あきる野市社協

取り
組み

【子育て世代を応援するボランティア講座等の実施】　災害時
に子どもを連れて避難する際のポイントを学ぶ講座や、親子で
参加する行事を開催し、子育て世代の交流を支援しました。

取り
組み

【災害ボランティアの養成】　市内において、大規模災害が発
生した際に、災害ボランティアによる支援活動が迅速かつ効果
的に行なえるよう、災害ボランティア養成講座「防災まち歩き
～西秋留地区編～」を開催し、４５名の方にご参加いただきま
した。

取り
組み

【夏！体験ボランティアの実施】
　市内の福祉施設・団体へ協力を呼び
かけ、夏休みを利用して小学生から社

会人までが、様々なボランティア活動を体験
できる機会を設け、ボランティア活動のきっ
かけづくり、学習の場として延べ６０２名の
方に参加していただきました。

取り
組み

　地域課題や福祉ニーズを把握できる体制を強化し、各種事業でさまざ
まな相談を受けることで、地域の支援へつなげてまいりました。

【社協ケアセンター、包括支援センターの運営】　ケアマネジャ
ーによる介護保険や介護に関する相談体制により、利用者と介護
サービスをつなげる支援をいたしました。

在宅支援　相談支援　孤立防止

取り
組み

【シニアガイドブックの発行】　地域の高齢者ニーズ及び社会資
源の情報を収集し、社会交流の場や生活支援サービスについての
情報を掲載した「シニアガイドブック」を発行いたしました。

取り
組み

【家事援助サービス】　高齢者や障がいのある方及びひとり親家
庭等で、家事援助を必要とする世帯に、協力員を派遣して家事援
助サービス（有料）を提供し、延べ１,１６２回ご利用いただきま
した。

取り
組み

【移送サービス】　高齢者や障がい等で公共交通機関等の利用に
よる移動が困難な方へ、社協の車両を利用した送迎サービス（有
料）を提供し、延べ２,５４９回ご利用いただきました。

取り
組み

【訪問介護事業】　介護を必要とする方のご自宅にヘルパーを派
遣し、日常生活に必要な援助を行いました。

取り
組み

【ふれあい福祉委員会事業】
　ふれあい福祉委員会の地区割り
に合わせ、各地区に社協の正職員

を割り当てることで、全正職員が担当
地区の地区会議へ出席し、住民と顔
の見える関係を築き、地域課題やニー
ズを把握できるよう努めました。

取り
組み

【こすもす福祉作業所/希望の家/
　ひばり分室の運営】　障がいの
ある方の日中活動を支援する施設

として上記３施設を運営し、利用者が
制作した絵画などの作品を展示する
「３施設合同作品展」の展示期間を例年より延長したことで多くの方
にご覧いただきました。

取り
組み

　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、地域で困っ
ている人が安心して笑顔で暮ら
せるよう、さまざまな福祉活動
に使われています。



　近年では、核家族化、地縁関係の希薄化、単身世帯の増加、家庭環境の変化などを背景に、地域で孤立・

孤独化する方が増加し社会問題になっています。あきる野市社協では全国に先駆けて、平成４年度から町内

会・自治会を単位に「ふれあい福祉委員会」を設置し、社協が委嘱した住民が「ふれあい福祉委員」とし

て、日ごろから声かけ・見守り活動を続けています。

あきる野市社協（２） 令和元年7月15日 第150号

地域で住民同士の声かけ・見守り活動を続けて27年
－変わりゆく時代　変わらない安心－

有償家事援助サービス事業協力員募集 ＊「困った」を「助かった」に変える活動 ＊

孤立すると・・・

今のつながりが
なくなり　孤立する

孤立の悪循環

・不安な気持ちになる
・困っても誰にも相談できない
・手伝ってもらえない
・孤独死があっても気づかれない
・やりたいことができない

尊厳ある生活ができない

周囲の人は

つながりがないから

気づかない

関わらない

無関心

【問合せ・申込み】社協ケアセンター　☎５５９－６５７４　担当：関根、瀧島、小野沢

地域の安心のために

家事援助サービス協力員

笑顔がいっぱいの活動

ふれあい福祉委員
×
地 域

　街で行き会った際の挨拶、街角での立ち話、

気になる方の自宅に訪問しての会話などの顔

の見える声かけを行っています。また、登下

校の子どもや外出中の高齢者などに違和感が

ある時は、声をかけて様子を確認することも

あります。

【内　容】掃除、洗濯、食事作り、買い物、外出の付き添いなど

【時　間】平日 午前８時３０分～午後５時１５分の間で都合の良い時間

【謝　礼】1時間７００円　以降３０分毎に３５０円加算

【資　格】必要ありません

【協力者の声】

＊パートや習い事の合間の時間に活動ができます。

＊利用者さんに喜んでもらえること。

　「ありがとう」と言われるときが一番うれしい！

【協力者の声】

＊人の役に立っていると実感でき、やりがいを感じます。

＊社協と係わる中で様々なボランティア活動を知ること

　ができ、大変勉強になっています。

移送サービス協力員

【内　容】社協の車(福祉車両)を使って病院などへ送迎します

【時　間】平日 午前８時３０分～午後５時１５分の間で都合の良い時間

【謝　礼】1時間７００円　以降３０分毎に３５０円加算

【資　格】登録後、福祉有償運送運転者講習を受けていただきます

　　　　　（講習費の自己負担あり）

＊特殊詐欺の連絡がきたことを聞いたので、

　心配な方の家に連絡して注意を促した。

＊行政無線で迷い人の放送が流れたので、家

　の前に出て周囲を確認した。

＊新聞が溜まり、雨戸が締め切りだったので

　様子を見に行き、倒れているのを発見した。

声かけ・見守り活動以外に、

　　地域を知る活動

　　福祉に関する住民要望及び地域課題の把握

　　地域に伝える活動

　　福祉制度及び福祉意識の啓発

　　地域でたすけあう活動

　　住民による援助活動の推進

など地域の実情に合わせた活動を行っています。

　地域に住む人や時代が変わろうとも、今までと

変わらずに顔の見える関係づくりを続けていきま

す。皆さんも地域に関心を持ち、声かけ・見守り

活動に参加してください。

さ
ぁ
、
未
来
へ
つ
な
が
る
「
ま
ち
づ
く
り
」
に
参
加
し
よ
う
。

家族

町内会・自治会
趣味活動、他

仕事、友人
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　学習塾等の費用や、高校や大学等の受験費用について貸付を行うことにより、一定所得以下の世帯
（３人世帯の場合３,３４３,０００円以下、ひとり親３人世帯の場合３,７８８,０００円以下など収入
要件あり）の子どもへの支援を目的とした貸付金です。

入学金や学費等の貸付についても、「教育支援資金貸付事業」で相談をお受けします。
※ただし、教育支援資金より優先して利用していただく他の公的貸付制度（日本学生支援機構第一種
奨学金、母子及び父子福祉資金等）もあるため、詳しくはお問合せください。

ご寄附ありがとうございました
【物 品】…切手、ハガキ、紙オムツ等
有限会社杉田燃料店
有限会社秋川総合住設
株式会社ネオテック
秋川ハイツ自治会
日本生命秋川営業所
高木敏和
栗林利江

小島　功
山田クラ
石川　修
田中惟一
菊池美子
青山明美
来住野マキ

２０１９年
５月～６月

寄附金　　　９件　372,346円
寄附物品　１４件  （敬称略、順不同）

10,000円
3,000円

106,476円
23,400円
5,700円
20,000円
3,000円

200,770円

【寄附金】
株式会社建匠
あきる野市秋川やきもの会
あきる野市五日市舞踊連盟
株式会社アクセルオート
東京土建あきる野第二分会
小河交通安全観音堂
東京土建あきる野第三分会
匿名２件合計

あ
な
た
は
地
域
の
「
主
役
」
で
す
。
あ
な
た
の
勇
気
あ
る
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動
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域
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未
来
を
か
え
て
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く
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受験はお金がかかります。
受験料・塾代…どうしよう？

貸付上限額
受験料：中学３年は２７,４００円
　　　　高校３年は８０,０００円
塾　代：２００,０００円です。

中学３年生、高校３年生の受験生
に朗報です。
実は、東京都には、受験料や塾代
の貸付事業があります。

まずは電話で相談。その後、貸付条
件等の確認をしたうえで、申込書類
を窓口でお渡しします。

見事、合格・進学したら返済は免
除されます。

受験生を応援します「受験生チャレンジ支援貸付事業」

　町内会・自治会を通じてお願いしていました日本赤十字社の活動資金について、大勢の皆様から
３,２６０,６３３円（７月５日現在）のご協力をいただきました。
　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
習会の実施及び赤十字ボランティア活動等の支援に活用されます。

【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

いのちを守る活動にご協力いただき感謝します

　５月１７日（金）に小和田グラウンドにて「第３６回あきる野市高齢者クラブ連合会グラウンド・ゴルフ大
会」が開催され、総勢７８チーム５８７名が楽しくプレーしました。当日は、９０歳以上のプレーヤーが１４
名参加し、健康特別賞を受賞。大先輩の皆様が元気にグラウンドを走り回る姿に、参加したあきる野市高齢者
クラブ連合会の全会員は「勇気」と「希望」をもらいました。

いつまでも元気でいられる秘訣は「運動と会話」

貸付決定までのながれ

１

合格

相談

必要書類の用意、申込書の記入を行
います。

準備

申込関係書類が揃ったら、あきる野
市社協に提出します。

提出

東京都社会福祉協議会で、貸付が可
能か、審査を行います。

審査

東京都社会福祉協議会より貸付決定
通知が送られます。

決定

詳しくは、

大会 結果

優勝　留原宝寿会Bチーム

でホームページを検索。
　スマートフォン用
　QRコード
（ホームページへリンク）

あきる野高連

２

３

４

５

【問合せ】
　相談支援係 ☎533－3548

あきる野市内での活動の様子



秋川流域サマーフィルムフェスタ2019

「ずっと、いっしょ」上映会募集

◆日　　時　　８月２５日（日）午前１０時～午後１時
◆会　　場　　秋川ふれあいセンター　ふれあいホール、他
◆映 画 名　　感動のドキュメンタリー映画『ずっと、いっしょ』
◆参 加 費　　無料
◆定　　員　　２４０名（入場引換券がなくなり次第終了）
◆申 込 み　　７月１６日（火）よりあきる野市社協、日の出町社
　　　　　　　協の窓口にて、入場引換券を配布します。
◆そ の 他　　①子どもと一緒に参加可能です。
　　　　　　　②会場に保育スペース、交流スペースを設置します。
　　　　　　　③交流スペースでは、かき氷、ポップコーン等の軽
　　　　　　　　食を提供します。
◆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６日（金）午前９時３０分～１１時３０分
◆会　　場　　秋川ふれあいセンター　２階　会議室
◆内　　容　　①講話「子どもを連れての避難のポイント」
　　　　　　　　講師　ＮPO法人ママプラグ　小暮裕美子氏
　　　　　　　②非常食の試食
◆参 加 費　　無料
◆定　　員　　３０名（申込み順）、子どもと一緒に参加可能
◆対　　象　　①未就園（学）児、小学校低学年の子を持つ保護者
　　　　　　　②子育て防災に関心のある方
◆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

子育て応援ボランティア講座

月１回から始められる
子どもと関わるボランティア

募集

◆日　　時　　８月１３日（火）、２７日（火）の連続講座
　　　　　　　午前１０時～１１時３０分
◆会　　場　　秋川ふれあいセンター　2階　寿の間
◆内　　容　　①ボランティア体験から学ぶ活動の楽しさ
　　　　　　　②今すぐ参加できる活動の紹介
◆参 加 費　　無料
◆定　　員　　３０名（申込み順）
◆対　　象 子どもと関わるボランティアに興味のある方
　　　　　　　（２日間参加できる方）
◆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２５日（水）
◆会　　場　　立川国際カントリークラブ
◆定　　員 ７２組２８８名（申込み順）
　　　　　　　奥多摩コース キャディ付３２組１２８名
　　　　　　　奥多摩コース セルフ６組２４名
　　　　　　　草花コース セルフ３４組１３６名
◆参 加 費　　３,０００円
◆競技費用　　奥多摩コースキャディ付　ゲスト・友の会１１,８００円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　倶楽部会員９,７００円
　　　　　　　奥多摩コースセルフ　　ゲスト・友の会１０,３００円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　倶楽部会員６,２００円
  草花コースセルフ　　　ゲスト・友の会１１,８００円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　倶楽部会員６,２００円
　　　　　　　※昼食付、消費税及び利用税別となります
◆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
　　　　　　　あきる野市社協
　　　　　　　秋川事務所　　☎５９５－９０３３
　　　　　　　五日市事務所　☎５９５－０８１８

司法書士に無料で相談

成年後見制度専門相談会募集地域に地域に

　栄町自治会には、地区住民のほ
ぼすべてにあたる、１３０世帯が
加入しています。また、長くこの
地域に住んでいる方が多く、住民
同士の繋がりが強い自治会だと思
っています。
　こうした地域性もあり、自治会
活動や、自治会内に位置する日枝
神社・八幡神社の祭事など、住民
同士が自主的に協力・団結して行
っています。
【みんなが関心をもつ】
　栄町自治会では、自治会の役員
を各組から２名出してもらい、１
年交代で務めるようにしていま
す。そのため、多くの方に自治会
活動の中心を担う機会が巡り、地
域について理解を深めると同時
に、広く情報共有ができる体制に
なっています。
【交流の拠点】
　毎月行っている茶話会やカラオ
ケ、資源回収の取り組みなど、自
治会館は常に自治会活動の拠点と
なっています。また、栄町の囃子
連である「栄会」の活動も自治会

館を中心に子どもから大人まで参
加しており、世代を超えて住民の
交流の場となっています。
　このような“人が集まる場”が
とても重要で、そこで生まれる何
気ない会話や人の繋がりこそが地
域のちからであると考えていま
す。
　また、栄町には鮎釣り名人がた
くさんいて、「釣栄会」という会
を作っており、子どもたちに釣り
を教えるなど、地域環境を活かし
た交流の拠点となっています。
　さまざまな拠点を通じて生まれ
た交流が、地域の中に広がり、自
分たちの地域を盛り上げていく。
そんな自治会でありたいと思って
います。

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

あきる野市社協（４） 令和元年7月15日 第150号

子育て防災講座

想像しよう　体験しよう　
親子で防災アクション

募集

◆日　　程　　９月１０日（火）午後２時～４時
◆会　　場　　五日市地域交流センター　２階　会議室
◆内　　容　　成年後見制度に関することや福祉サービスの苦情相談、
　　　　　　　判断能力が不十分な方の権利擁護相談ができます。
◆対　　象　　市内在住で、成年後見制度や判断能力が不十分な方の
　　　　　　　支援について相談したい方
◆費　　用　　無料
◆定　　員　　３名（１人４０分）※予約制
◆申込み・問合せ　　相談支援係　☎５３３－３５４８

栄町自治会　会長　小峰　敏明　氏

「人が集まる場所から地域のちからへ」

「栄会」の練習風景
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