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歳末たすけあい

ご協力をお願い
いたします

地域福祉活動募金
今年も、１２月１日から町内会・自治会をはじめ、地域の
皆様のご協力により、歳末たすけあい・地域福祉活動募金運
動を実施いたします。
ご協力いただいた募金に対する配分金はあきる野市内の地
域福祉の推進のため、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。

歳末たすけあい・地域福祉活動募金ってなあに？
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
日本各地で一斉に行われています。
歳末募金

♥

募金期間：１２月１日〜３１日
運動推進主体
主催：東京都共同募金会
主唱：東京都社会福祉協議会
実施：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

地域福祉
活動

あったかい
まちづくり

『歳末たすけあい・地域福祉活動募金のイメージ』
作：希望の家 利用者の合作
市民

〜 募金協力方法 〜
①町内会・自治会を通じてご協力いただけます

歳末たすけあい・地域福祉活動募金運動を盛り上げ
るため、社協が運営する障がい者通所支援施設、希望
の家の利用者が共同で、歳末たすけあい・地域福祉活
動募金をイメージした作品を制作しました。
４つのグループに
分かれ、制作した絵
画を繋ぎ合わせ、募
金から連想される
「心温まる」イメー
ジを暖色系の色使い
で表現しています。

②社協秋川事務所、五日市事務所に募金箱を設置します
③企業及び団体等で募金を集めた場合は、社協秋川事務
所、五日市事務所の窓口へご持参いただくか社協へ連
絡のうえ、職員へ集金をお申しつけください

つながり ささえあう

④社協職員が実施する街頭募金でご協力いただけます
※街頭募金の日時、場所など詳細が決まりましたら、社協ホームページにて
お知らせいたします。

ふれあいサロン活動
地域の居場所づくり

歳末たすけあい・地域福祉活動募金スローガン

ふれあい福祉委員活動
地域の見守り活動

みんなの地域づくり
ボランティア活動推進事業
地域のボランティア育成

歳末たすけあい・地域福祉
活動募金により集められた募
金は、あきる野市内に笑顔を
広げるための様々な福祉活動
へ活用されています。

昨年度募金実績

４,７６１,４０９円
※上記の他、募金活動にご協力いただいた町内会・自治会には
地域福祉活動費として募金の一部が配分されています。

社協ホームページ

募金の使い道に関する詳細は、

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

はねっと
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認知症になっても、住み慣れた地域で生活するために

認知症
×
地域

−地域のつながりや、自分の生活を大事に−
現在、あきる野市の高齢化率は２９.７１％（２０１９年９月３０日現在）で、２０４０年には３５.７％
になることが想定されています。おおよそ１０人に３人が高齢者となる地域社会のなかで、心配事のひとつ
として取り上げられているのが認知症です。認知症は、誰にでも起こりうる脳の疾患です。自分自身や家族、
身近に住んでいる方等が認知症になったときでも、住み慣れた地域で、日常生活を自分らしく穏やかに営む

加齢による物忘れ

認知症による物忘れ

物忘れを自覚している

物忘れを自覚していない

体験したことの一部を忘れる

体験したこと自体を忘れる

（例．昨日食べた夕飯のおかずを忘れる）

（例．昨日夕飯を食べたこと自体を忘れる）

ヒントがあれば思い出す

ヒントがあっても思い出せない

判断能力は低下しない

判断能力が低下する

日常生活に支障はない

日常生活に支障がある

認知症高齢者の推移

あきる野市と全国の高齢化率の推移
４０

６５歳以
上人口の
１７.２％

６５歳以
上人口の
１３.８％

３５
３０

約５６万人

２５
２０

約４１万人

２３.７％

１５

認知症になって
も、住み慣れた
地域で安心して
生活したい

２０.２％

３１％

２８.９％

３５.７％

３１.２％

３５.３％

１０
５
０
２０１６年
出典

２０１０年

２０２５年

２０２０年

ケアマネジャー
友人や地域の人

２０３０年

あきる野市

東京都福祉保健局「認知症高齢者の分布調査」（平成２９年）

出典

認知症になっても、地域の中に応援団がいます

かかりつけ医

２９.５％

２０４０年

全国

地域包括ケア「見える化」システム「人口の推移」より

町内会・自治会連合会東秋留地区では、
実際に迷い人捜索をした雨間町内会長と
協力をした小川町内会長の呼びかけで、
１０月２０日（日）「迷い人捜索研修」
を行いました。会場では、うちの地区で
も保護したことがある等の様々な情報共
有をすることができ、今後の展開につい
ては関係機関の協力を望む声が聞かれま
した。

経緯報告をする
雨間町内会

師会長

あきる野市社協で行う認知症の方への支援
家族

あきる野市社協

■ 認知症の方の介護の相談に乗ります
■ 介護保険制度や福祉サービス利用の相談に乗ります
■ 権利や財産を守る成年後見制度についての相談に乗ります
■ 認知症を理解するための講座（症状や接し方等）を行います

介護事業所

地域包括支援センター

行政機関

ご寄附ありがとうございました
２０１９年９月〜１０月

寄付金
寄附物品

都知事杯

あきる野選抜チームが優勝！
第５６回東京都老人クラブ芸能大会

９月３０日（月）、文京シビックセンター大ホールで行われた第５６

【寄附金】
森田敏子
中之島流大正琴琴知香会
榎本フミ子／薄井フクイ
切手整理すずめの会
五日市写心会
国際ソロプチミストあきる野
匿名（２件）
【物 品】…切手、ハガキ、タオル
有限会社 杉田燃料店
株式会社 ネオテック

８件 259,990 円
７件（敬称略、順不同）

■ 金銭管理のお手伝いや書類管理のお手伝い等の相談にのります

1,000円
10,000円
10,000円
7,000円
60,590円
100,000円
71,400円

回東京都老人クラブ芸能大会において、参加３２チーム（２８６名）
の中、あきる野選抜チームが見事優勝（都知事杯）に輝きました。
小池百合子東京都知事から優
勝の都知事杯と表彰状が、代
表者に手渡されました。

など
外沢春夫
石川 修
坂路行男
山本由紀子
岡部 美佳

今年の演目は氷川きよしの「大丈夫」。
軽快な曲に明るく爽やかな舞踊構成に、
当日観客の皆さんから手拍子や大きな拍
手をいただき会場が一体となりました。

人と逢える心を大切に︒人と逢える場所を大切に︒

ために、一人でも多くの方が認知症の事を知り、支えることができる社会が求められています。

あきる野市社協
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青空の下でチャリティゴルフ大会を開催
−参加費の一部で福祉車両を寄贈予定−

地域の皆様の協力で福祉バザーを開催
−収益金は福祉事業の運営費に活用−

９月２５日（水）に立川国際カントリー倶楽部にて、第４６回あき

１０月２０日（日）、２７日（日）に開催された福祉バザーでは、

る野市民チャリティゴルフ大会が開催され、秋晴れのなか１８６名が

多くの皆様にご協力いただき無事に終了することが出来ました。準備

参加しプレーを楽しみました。参加費の一部とチャリティ金を積み立

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

て、次回の大会では車両の寄贈を予定しています。

日は多くの方が買い物に来ていただきました。

人との出会いで支え合いの輪が広がります︒

なお、今大会では９０歳の小林盛利さんが

福祉バザーの収益金は、社協が実施するふれあい食事サービス、家

最高年齢の参加者として、表彰式において大

事援助サービス、移送サービスなど、支援を必要とする人を支える事

会特別賞を受賞されました。「仲間や周囲の

業に活用します。皆様のご理解とご協力に感謝いたします。

皆さんに支えられ、この歳まで楽しくプレー

【提供物品】１５,３０１点

が出来ています。」と話してくれました。

【売 上 金】３,２９４,４６８円

【奥多摩コース】
優勝

青木次郎 様

２位

長塚弘司 様

３位

中島康次 様

２位

石川俊夫 様

３位

江間

【草花コース】
優勝

横瀬三好 様

高様

＊次回大会のご案内
令和２年４月２４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

社協秋川事務所

【問合せ】福祉バザー実行委員会事務局
社協秋川事務所

☎５９５−９０３３

平和を願う遺族の想いを次の世代へ
あきる野市戦没者追悼式

☎５９５−９０３３

１００点を超える力作が集まります
あきる野市高齢者クラブ連合会「文化展」

あきる野市とあきる野市遺族

あきる野市高齢者クラブ連合

会との共催により、毎年「あき

会では、書道、写真、絵画、手

る野市戦没者追悼式」を開催し

芸、彫刻など、会員が1年かけ

ています。今回は、秋川ふれあ

て作成した多数の作品を集めて

いセンターで開催することにな

毎年文化展を開催しています。

りました。一般市民の方で参列

多くの素晴らしい作品を展示

を希望される方は、社協五日市

いたします。市民の皆様のご来

事務所までご連絡ください。

場をお待ちしています。

【日

時】１１月３０日（土）午前９時３０分開場

【会

場】秋川ふれあいセンター

午前１０時開会

【日

午前１０時〜午後４時（最終日は午後２時まで）

ふれあいホール
【会

【問合せ】社協五日市事務所

☎５９５−０８１８

時】１２月５日（木）、６日（金）、７日（土）
場】あきる野ルピア

【問合せ】社協五日市事務所

４階

展示室

☎５９５−０８１８

台風第19号に伴うボランティア活動
この度の台風第19号では、あきる野市内でも河川の氾濫、土砂崩れ、
住宅への浸水などの被害が発生しました。被害に遭われた皆様には心
よりお見舞い申し上げます。

ボランティアとして支援する
発災直後は、被災地域の住民同士が協力して道路の泥かきや家財道具の搬出などが行われ、
大部分の作業が終了していました。社協では、浸水地域を中心に被害状況の確認とボランティ
アによるお手伝いの周知を行い、避難所に安眠マットや緊急セットを配布しました。併せて、
社協登録のボランティアや関係団体を中心に家財の運び出しや床下の泥かきを行う他、残った
土砂の撤去を行いました。引き続き、必要な支援を行っていきます。

義援金情報

被災された皆様に心からお見舞い申し上げます

社協秋川事務所、五日市事務所の窓口に募金
箱を設置しています。日本赤十字社に全額納
付し、各被災地へ届けられます。

＊令和元年台風第19号災害義援金
2020年３月31日まで
＊令和元年台風第15号千葉県災害義援金
2019年12月30日まで

（４）
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プレゼントを届ける家庭を募集

サンタクロースがおうちにやってくる

あきる野市に住んでいる子どもたちのおうちに
男性ボランティアがサンタクロースに変身して

クリスマスプレゼントを
お届けします
◆日

◆定
◆対

時

１２月２４日（火）、２５日（水）
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
両日とも３０家族 ※申込み順
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
プレゼントは各家庭でご用意ください。

員
象

◆そ の 他

障がい児（者）との交流イベント

案内

ふれあいクリスマス会を開催

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、檜原村）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
◆申込み・問合せ

１２月７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２２日（金）までに下記へお申し込みください。
あきる野ボランティア・市民活動センター
☎５９５−９０３３

１１月１５日（金）〜１２月６日（金）
電話にて受付（受付後に、訪問場所等の調整と確認）
あきる野ボランティア・市民活動センター
☎５９５−９０３３

◆申込み方法
◆申込み・問合せ

ボランティア・市民活動団体助成金事業

募集

傾聴ボランティアの会「ともしび」

多くの方に「傾聴」とはどのようなものか、その効果はどういうも
のかを知っていただくとともに、傾聴ボランティアの活動内容をご紹
介します。
◆日
◆会
◆内

時
場
容

◆定
員
◆費
用
◆申込み方法
◆申込み・問合せ

地域にズームイン！
！

募集
中平自治会

会長

中村

五日市入野獅子舞「太刀掛り」

ボランティア入門講座

親子でミニ門松作り

社協登録のボランティア団体「はればれ竹クラブ」の指導のもと、
ミニ門松づくり教室を開催します。親子で、夫婦で、お一人でもご参
加できます。いつもと違うお正月を迎えてみませんか。

守 氏

「会員全員がスタッフとなり顔が見える自治会」
中平自治会には、全世帯の約
７５％にあたる２３７世帯が加入
しています。自治会の高齢化率は
高くなってきていますが、若い世
代の転入も増加しているため子ど
もも多くいると感じています。
【さまざまな部署との連携を】
自治会のイベントには花見や納
涼祭、どんど焼き等があります。
イベント時は自治会役員のみでな
く子ども会や消防団にも声をか
け、自治会以外の部署や団体とも
連携を取っています。
例えば納涼祭では、地域の消防
団と連携して消防団の活動内容の
周知をしていただく一方で、消防
車両の展示や模擬店にご協力いた
だくことで地域の子どもとの交流
機会の確保に繋げています。他に
も敬老会では子ども会の子どもた
ちが歌をプレゼントする等世代を
超えた交流ができるよう工夫をし
ています。そういったイベントは
自治会役員が中心となり運営をし
ますが、新たに加入した会員との
顔つなぎを行うためにも自治会員

１２月１２日（木） 午後１時３０分〜４時
あきる野ルピア ３階 産業情報研修室
講演会「幸せになる秘訣 聴き上手」
講師 NPO法人P・L・A専任講師 後庵正治 氏
４５名（申込み順）
無料
電話にてお申し込みください。
傾聴ボランティアの会「ともしび」
毛利 ☎０９０−２５６４−０８７３

全員が「スタッフ」として参加し
てもらうよう気をつけています。
【お互いの良い関係は笑顔から】
令和元年度中平自治会は、
「『お互いの良い関係は、笑顔か
ら』を心掛け、安心して暮らせる
地域づくりに努める」をスローガ
ンに掲げ活動しています。自治会
長として会う人には声をかけ、ま
ずは顔を知ることを心がけていま
す。
時代の流れと共に様々な変化は
ありますが、イベントをするとな
ると皆協力的な自治会です。これ
からも、様々な部署と連携をしな
がら皆で一緒に、自治会活動を行
えたらと思います。

◆日
程
◆会
場
◆内
容
◆対
象
◆定
員
◆材 料 代
◆指
導
◆申込み方法
◆申込み・問合せ

司法書士に無料で相談できます

成年後見制度専門相談会

募集

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

時
場
象

◆定
員
◆そ の 他
納涼祭の様子

１２月２７日（金）午前９時〜正午
秋川ふれあいセンター ２階 会議室
ミニ門松づくり
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）
７００円（門松１基の材料代）
はればれ竹クラブ
電話にてお申込みください。
あきる野ボランティア・市民活動センター
☎５９５−９０３３

◆申込み・問合せ

１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や判断能力が不十分な方の支
援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
相談支援係 ☎５３３−３５４８

次号あいネットあきる野は、令和２年１月15日発行予定です

