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あいネットあきる野

大規模災害が発生した後の
生活と支援を考える講座
参加費 無料

申込み受付中！
対象 西多摩地域
在住・在勤・在学の方

テーマ❶

地震や大雨等の大規模な災害が発生した

後は、避難所や損壊した自宅等で慣れない

生活が長期間続くことがあります。今回は、
あきる野市社会福祉協議会、福生市社会福

祉協議会、日の出町社会福祉協議会の合同

会場
福生市福祉センター
（福生市南田園2-13-1）

開催により、広域での連携や協力を考える
きっかけとなるような講座を行います。
申込み・ あきる野ボランティア・
☎
市民活動センター
問合せ

テーマ❷

595-9033

テーマ❸

行政が出来る被災者支援の限界
～社協に求められる役割～

身近にある防災食
～災害に備えて～

地域ボランティアの底力
～被災者に寄り添う方法～

（木）午後６時～８時
１/２７

２/６
（日）午前１０時～正午

午前１０時～
２/１９
（土）
12時３０分

定員（申込み順）

会場50人
オンライン100人

令和元年台風第19号による、当時の被
害状況や被災後のボランティア活動の内
容について、実際に被害を受けた調布市
とあきる野市の社会福祉協議会から報告
を聞きます。住民同士の助けあいや行政
の支援内容等を学び、社会福祉協議会が
担う役割を考えます。
【 講 師 】①調布市社会福祉協議会 髙木 直 氏

②あきる野市社会福祉協議会 橋本朋久 氏

被災者の声、ボランティアの感想・反省、
職員の想い等、これからの取組みをみんな
で考えるきっかけとします。

定員（申込み順）

会場50人
オンライン100人

定員（申込み順）

大規模災害発生後、自宅や避難所での
生活で欠かせない毎日の食事について考
えます。日頃からの心構え、食べなれた食
品の準備及び非常時の簡単なアレンジレ
シピ等、実際の調理を見ながら学びます。
キーワードは「非常食」
「防災食」
「ローリ
ングストック」です。
【 講 師 】株式会社オフィスRM
代表取締役

今泉マユ子 氏

今泉氏は、防災食アドバイザーとして全国
で講演を行い、レトルトの女王、缶詰の達人
とも呼ばれ、テレビ、雑誌等で活躍中です。

会場50人
オンライン100人

全国の被災地で活動するNPOや重機
を用いてがれき等の撤去を行っている団
体から、被災地の様子を聞き、被災地で活
動するボランティアの葛藤ややりがい等を
学びます。多様な団体の協力により支援
が行われていること、平時からの連携の
重要性を理解します。
【 講 師 】①一般社団法人 ピースボート
災害支援センター 垣貫紀彦 氏
②DEF 災害エキスパートファーム
代表 鈴木 暢 氏
③東京ボランティア・市民活動センター
加納佑一 氏

【申込み方法】 電話またはメールにて申込み（以下の項目をお伝えください）
①申込する講座名 ②申込者氏名 ③住所 ④連絡先 ⑤会場参加またはオンライン参加の希望
※オンライン参加希望者には、申し込みいただいたメールアドレスに後日Zoomの招待メールを送ります。

メール申込み用QR▶

あきる野市災害ボランティアセンター運営訓練 参加者募集！ 2/２6（土）午後9時～11時30分
あきる野市内に大規模災害が発生したことを想定し、あきる野市災
害ボランティアセンターにおけるボランティアの受入れについて、受
付、被災者ニーズとのマッチング、資材確保、送り出し等の実際の流れ
を確認するための運営訓練を実施します。
【 会 場 】秋川ふれあいセンター
【 対 象 】災害ボランティアセンターの運営に関心のある方
【 定 員 】20人（申込み順）
【参加費】無料

受付

マッチング

送り出し

振返り

【 他 】防寒、動きやすい服装、マスク着用でご参加ください。
【申込み方法】電話にて申込み
申込み・問合せ

あきる野ボランティア・市民活動センター

秋川ふれあいセンター自主防災訓練を実施します

☎ 595-9033

２/2５
（金）

アミューの生活サービス

あきる野市内に震度５強の地震が発生し、秋川ふれあいセンター内で火災が発生したことを想定して自主防災訓練を実施いたします。
この訓練は、災害発生時に秋川ふれあいセンター利用者や職員等の安全を守ることを目的に社協職員、こすもす福祉作業所及びひばり分室
利用者、福祉喫茶もろこし畑の職員等が参加して毎年実施しています。
今年は、東京消防庁のＶＲ防災体験車を招き、職員や訓練参加者が大規模災害を疑似体験
健 康 保 険 適 用 在 宅 訪 問 鍼 灸マッ サ ー ジ 治 療
できる機会を設け、大規模災害に対応する意識をより高める取組みを行います。

アミュー在 宅マッサージ

自己負担1割で300～400円程度☆保険適用（要医師同意）

日常生活での「困った」を解決する便利サービス

アミュー生活支援サービス
☆家の掃除・修繕☆庭の手入れ☆買い物・洗濯☆害虫駆除

アミューライフ株式会社
昭島市美堀町4-25-8
☎042-513-7800（代表）Ｐ有
https://amulife-jp.com/

ＶＲ防災体験車で大規模災害を疑似体験してみよう！
自主防災訓練に伴い、
ＶＲ防災体験車を使用した大規模災害の疑似体験会を行います。体
験を希望される方は、下記日時に秋川ふれあいセンター北側駐車場にお越しください。
※体験会は体験希望者が上限（２４人）に達した時点で受付を終了いたします。
【 日 時 】2月25日（金）午後２時～２時３０分
【参加費】無料

問合せ

総務係

☎ 559-6711

本紙に掲載した講座等の事業を中止又は変更する場合があります

2

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止する観点から

あいネットあきる野

皆さんのご協力に感謝いたします
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令和３年12月末日現在

社協では、日本赤十字社や共同募金会の事務局としてそれぞれの目的に沿った募金活動を実施しています。
地域の皆様からお預かりした資金等は、日本赤十字社東京都支部及び東京都共同募金会に全額送金します。

日本赤十字社活動資金

赤い羽根共同募金

歳末たすけあい・地域福祉活動募金

災害時の医療救護活動や救援物資の配布
のほか、救急法等の講習、地域や子ども達へ
の防災教育などに活用されます。

あきる野市内に所在する福祉施設からの
申請により、施設利用者のための備品や設備
の整備資金の一部として各施設に
配分され、活用されます。

ふれあい福祉委員会やふれあいサロンへ
の助成金の他、ボランティア活動を支援する
取組のために活用されます。

2,585,674円

2,224,450円

2,552,570円

※社協会員（個人・団体）の会員数及び会費の集計報告は、次回号の「あいネットあきる野」167号への掲載を予定しております。

あきる野市戦没者追悼式が開催されました

あきる野市子育て応援ネットワークが立ち上がりました

１１月２７日（土）に、五日市地域交流センター3階まほろばホール
にて、あきる野市戦没者追悼式が行われました。
これは先の大戦で亡くなられた方々を追悼するもので、あきる野
市とあきる野市遺族会との共催で実施されました。
あきる野市遺族会の私市惠一
会長は、追悼式の意義について
「あきる野市における『戦没者を
追悼し、平和を祈念する日』は、ま
ぎれもなく、本日のあきる野市戦
没者追悼式であります」と語り、
追悼の辞を結びました。

子どもや子育て世帯を取り巻く環境が変化し、多様な課題が発生
するなかで、子どもの笑顔と家庭の幸せを広げるため、子育て支援
に取り組むボランティア団体や社会福祉法人等が参加する、あきる
野市子育て応援ネットワークを支援してまいります。

問合せ

あきる野市遺族会事務局（五日市事務所）

☎ 595-0818

【代表世話人の声】
私たちの一つひとつの活動は小さ
いですが、多くの団体が集まって連携
することで、多くの子どもを笑顔にし
ていきたいです。
問合せ

あきる野ボランティア・市民活動センター

寄附者一覧 ご 寄 附ありがとうございました 。
令和3年

11月～12月

寄附金
寄附物品

あきる野商工会女性部様より
タオル418枚の寄附がありました

18件（匿名6件含む） 986,038円
40件（匿名15件含む） （敬称略・順不同）

【寄附金】

草花保育園 保護者会･･･ 10,000円
塩野三千代 ･････ 100,000円
澤井茂男 ･･･････ 211,863円
懇話会 ･･･････････ 74,158円
西東京臨済会 ･･･ 100,000円
【寄附物品】

東海大学菅生高等学校・
中等部父母の会 ･･･ 100,000円
清水孝次 ････････ 30,108円
(株)アクセルオート･･･ 100,000円
山﨑道子 ････････ 10,000円

夢佐和会 ････････ 20,000円
自然を昔に戻す会 ･･･ 19,233円
都立五日市高等学校
全日制生徒会 ･････ 3,830円
匿名（6件）･････ 206,846円

使用済切手・ベルマーク等

粟澤孝三
（有）杉田燃料店
（株）藤田製作所
（有）小林自動車
（株）ネオテック
橋本 修
（株）エイビーロード

島崎税理士事務所
太田勝枝
栄町自治会
神明保育園
坂本孝好
あんしん屋
井上あづさ

子育てひろば ここるの
（株）近藤ホームガス
眞鍋 淳
外山俊子
布田歯科医院
（株）岡部製作所
内田建設（株）

☎ 595-9033

福楽園
秋川ハイツ自治会
戸倉君子
あきる野商工会 女性部
匿名（15件）

12月７日（火）にあきる野商工会女性部様より、未
使用タオル418枚を寄附いただきました。
このタオルはあきる野商工会女性部様が毎年行って
いる「タオル一本運動」により部員へ呼びかけ、部員が
持ち寄ったもので、あきる野市内の福祉活動に活用し
てほしいという想いから寄附いただきました。
社協では、あきる野商工会の皆様の想いを受け取
り、社協が運営する
障がい者施設や各種
事業で大切に活用さ
せていただきます。

社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会
≪ 正規職員 ≫

令和４年４月採用 正規職員、嘱託職員を募集します

≪ 嘱託職員 ≫

障害者通所支援施設（生活介護）における日中
活動の支援や作業指導、送迎業務
※介護福祉士の資格を有する方、ワゴン車（ハイ
エース）の運転ができる方優遇

当会が行う事業全般（地域福祉推進事業、介護保険事業、障
がい者支援事業、法人運営事業の企画調整、相談援助、事務等）
【受験資格】 ①社会福祉士の資格を有している方（取得見込可、
業務の経験不問）

②普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）を有している方

【 勤 務 地 】 希望の家（五日市３７４－５）

③パソコン操作が一定程度できる方（ワード、エクセル等） 【募集期限】 １月１７日（月）
～ １月３１日（月）

【募集期限】 １月２１日（金）
（郵送可、
１月２１日消印有効）

（郵送不可）

○詳しくは秋川事務所（平沢１７５－４）又は五日市事務所（五日市４１１）の窓口で配布する募集要項、当会ホームページをご覧いただくか、下記までお問い合わせください。

問合せ

〒19７-0812

あきる野平沢１７５番地４

秋川ふれあいセンター内

総務係

☎ 559-6711

