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第 20 回 

福祉バザーを開催します 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
   

　あきる野市社協設立２０年を記念して、５月１５日から 「あい」 をテーマにロゴマークを募

集したところ、多くの方から計１５７点の応募をいただきました。

　ご応募いただいた皆様、ありがとうございました。

　厳正な審査の結果、「あい」をイメージできるロゴであること、また様々な「あい」に支えら

れ、成長していくあきる野市社協をイメージできることが決め手となり、金津博さんが作成した

左記のロゴマークに決定しました。

【最優秀賞】  金津  博さん  作   

【優 秀 賞】  小林 勝郎さん  作   【優  秀 賞】 川津  葉月さん  作 

【優 秀 賞】  山口  冴さん  作   【優  秀 賞】 立石  駒子さん  作 

【優 秀 賞】  松田 廣志さん  作   【優  秀 賞】 梅村  元彦さん  作 

【特 別 賞】  酒井 琴羽さん  作   【特  別 賞】 中村  駿斗さん  作 

　あきる野市社協の頭文字「あ」をモチーフに、あきる野市の豊かな自然・大地と「ハート

（出あい・ふれあい・ささえあい・たすけあい等々）」を組み合わせ、あきる野市社協と職

員・ボランティアの皆さんをイメージして表しました。

　福祉バザーは毎年、市民の皆様から約１７，０００点の物品を提供いただき、

準備から販売まで延べ １，０００人を超えるボランティアがスタッフとして協力

しています。

物品提供者とスタッフを合わせ、多くの市民の参加と協力により福祉バザーは成

り立っています。

　福祉バザーの収益金は、市内の地域福祉活動を充実することを目的に、社会福

祉協議会の各種事業（ふれあい食事サービス事業 、移送サービス事業 、ふれあい

サロン事業など）の事業費に使われます。

◆家族で楽しく買い物（掘り出し物もあるかも♪）

◆模擬店でゆっくり休憩 （ 焼きそば 、 たこ焼き 、 綿菓子など☆）

◆障がい者施設の手作り品販売 （ 丁寧に仕上げてあります！）

その他にも、皆様が楽しんで買い物ができるよう工夫して 、皆様のご来場をお待

ちしています。

社協ロゴマークが決まりました

金津さんのロゴマーク制作の説明

　ご家庭や職場にある「新品・未使用品」を福祉バザーにご

提供ください。町内会  ・ 自治会を通じて市民の皆様に物品の

提供をお願いしていますが、町内会・自治会に加入していな

い方や事業所の皆様からは直接受付いたします。

◆寝 具 類　毛布、 タオルケット、 シーツ　他

◆食 器 類　皿、 コップ、 スプーン、 フォーク　他

◆雑 貨 類　やかん、 鍋、 ポット、 花瓶、 弁当箱　他

◆石 鹸 類　石鹸、 洗剤、 入浴剤、 ボディソープ　他

◆タオル類　タオル、 バスタオル、 ハンカチ　他

◆手芸・小物類　靴、 帽子、 傘、 装飾品、 バッグ　他

◆電化製品　台所電化、 時計、 ＰＣ周辺機器　他

◆食料品類　乾物、 油、 醤油、 砂糖、 農産物　他

※衣類、 アルコール及び賞味期限切れのものは受付でき

ません。

連絡先　福祉バザー実行委員会事務局　　　　５９５－９０３３☎

私達と一緒に 「誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくり」 を目指して働く仲間を募

集します。 詳しくは２面をご覧ください。

五日市会場

秋川会場

職員募集職員募集

（売り切れ次第終了）

（売り切れ次第終了）

市民の参加により実施しています

収益金は地域福祉のために

楽しく買い物して地域に貢献

「新品・未使用品」をご提供ください

日時 １０月 18 日 （日）日時 １０月 18 日 （日）
１０時～１５時１０時～１５時

日時 １０月 25 日 （日）日時 １０月 25 日 （日）
１０時～１５時１０時～１５時

会場 秋川ふれあいセンター

会場 五日市会館



 

。 

総務係☎５５９－６７１１ 

　社協広報紙あいネットあきる野は、市内

の公共施設や医療機関等に設置するほか、

新聞折込等を通して、市民の方に福祉情報

を提供しています。あいネットあきる野に

広告掲載をご希望の場合は、下記までお問

合わせください。

（２）　　　平成２７年９月15日　　　　　　　　　　　　あ き る 野 市 社 協　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第123号

 

 

      

 

  

  
   

 
 

◆正 規 職 員◆ ◆嘱 託 職 員◆ 

 

 

ふれあい食事サービス

移送サービス

家事援助サービス

職　　種　一般事務又は施設職員

　　　　　平成 28 年 4 月 1 日

募集人員　若干名

応募資格　次の要件をすべて満たす方

　　　　　①昭和 61 年 4 月 2 日以降生まれで、高等学校卒業

　　　　　　以上の学歴を有する方

　　　　　②社会福祉士又は社会福祉主事の資格を有する方、

　　　　　　若しくは平成 28 年 3 月 31 日までに取得見込みの方

試験日程　一次試験　平成 27 年 11 月 21 日（土）

　　　　　二次試験　平成 27 年 11 月 28 日（土）

応募要領　募集要項と履歴書（指定様式）を秋川事務所又は

　　　　　五日市事務所で取得してください。募集要項等は、

　　　　　ホームページ（http://www.akiruno-shakyo.or.jp）

　　　　　からもダウンロードできます。

応募方法　10 月 1 日（木）～ 10 月 16 日（金）

　　　　　　（土曜・日曜日、祝日を除く）までに募集要項に

　　　　　定められた必要書類を秋川事務所にお持ちください。

　　　　　　（郵送の場合は 10 月 16 日の消印まで有効）

職　　種　生活支援員兼事務員

雇用期間　平成 27 年 10 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日

勤 務 日　月曜日～金曜日（週 5 日）

勤務時間　午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分

勤務場所　希望の家（あきる野市五日市 374-5）

勤務内容　障がい者の日常生活訓練や作業訓練等の支援、伝票の

　　　　　作成等

報      酬　月額 15 万 5 千円

募集人員　若干名

応募資格　10 月 1 日現在、満 70 歳未満の方

応募要領　募集要項と履歴書（指定様式）を秋川事務所又は

　　　　　五日市事務所で取得してください。募集要項等は、

　　　　　ホームページ（http://www.akiruno-shakyo.or.jp）

　　　　　からもダウンロードできます。

応募方法　9 月 25 日（金）（土曜・日曜日、祝日を除く）までに

　　　　　履歴書（上半身正面脱帽写真貼付）を秋川事務所にお持

　　　　　ちください（郵送不可）。後日、面接の上採用を決定し

　　　　　ます。

　有償家事援助サービスでは、地域に住む皆様に協力員として登録して

いただき、家事に困っている方のお宅へ訪問し、活動を行っていただ

いております。ご希望の時間帯、地域、内容をお伺いして、活動をご

紹介いたします。是非、ご登録をよろしくお願いします。

◆内　　容　掃除、洗濯、食事作り、買い物、

　　　　　　外出の付き添いなど

◆時　　間　平日の午前 9 時から午後 5 時までの間で

　　　　　　都合の良い時間

◆要　　件　満 18 歳以上であれば、どなたでも登録可

◆謝　　礼　1 時間 700 円

　　　　　　（以降 30 分ごとに 350 円加算）

◆問 合 せ　社協ケアセンター　　5 5 9 - 6 5 7 4

　

社協会員にご加入いただき
　　　  　　 ありがとうございました

協力員の声

平成２７年度　個人会員の実績と加入状況

合計　５,１０９,６００円 （１０,６１３会員）
平成２７年９月１日現在

　社協会員会費に多くの市民の皆様のご理解とご支援を賜り、心か
ら厚く御礼申し上げます。皆様からご協力いただいた会費によっ
て、以下の福祉事業を実施しています。

高齢や障がい等により調理が困難
な方にお弁当をお届けします。

高齢や障がい等により移動が困難
な方を医療機関等まで送迎します。

高齢や障がい等により家事が困
難な方の掃除や洗濯等をお手伝
いします。

※会員会費は年間を通じて受け付
　けております。引き続きご理解
　とご協力をお願いいたします。

◇自分に何かできることはないかと思って始めました。

　利用者の皆さんに感謝され嬉しく思っています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（６０代 女性）
◇引っ越してきてあきる野のことを知らなかったが、利用者

　の方から地元の情報を教えてもらって助かっています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５０代 女性）

◇パートや習い事の合間の時間に活動ができています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４０代 女性）

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご寄附ありがとう
　　　ございました
ご寄附ありがとう
　　　ございました

平成２７年７月～８月
寄付金　　　３ 件  　７１，０００円 
寄付物品　１３ 件                       

東京土建西多摩支部　　1,000円慈勝寺　　　　　　　 60,000 円

匿名　　　 　　　　　10,000 円

（株）プラセラム　　  （有）杉田燃料店　  (公社）青梅法人会 秋川支部　　

切手整理すずめの会　清水木材(株)　 　　 細谷火工(株)　

田中 イサ　 　    小瀬沢 義   　　 河野 千恵子  　　小川 雅弘　　　

木住野 マキ　　   米田 和代 　　　　藤田涼大

☎

採用予定日

　　　　　問合せ　あきる野市社会福祉協議会総務課総務係

〒１９７－０８２１　あきる野市平沢１７５－４　秋川ふれあいセンター内

　　　　５５９－６７１１　E-mail  saiyou@akiruno-shakyo.or.jp☎

～地域の人たちと一緒に福祉のまちづくりを進める意欲を持った方を募集します～



（3）　　　平成２７年９月15日　　　　　　　　　　　　あ き る 野 市 社 協　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第12３号

 

 

     

 

 

 

 

 

       

        

    

 

    

  

    

 

  

      

 

    

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＤＦ平成明朝体 W3

ＭＳ ゴシック

ＤＦ平成丸ゴシック体 W4

HGP 創英角ﾎﾟｯﾌﾟ体

HG 丸ｺﾞｼｯｸM-PRO

AR P 丸ゴシック体 E

HGP 創英角ｺﾞｼｯｸUB

AR 丸ゴシック体 E

HG 創英角ｺﾞｼｯｸUB

AR P 丸ゴシック体 M

赤い羽根共同募金に
　　　 ご協力をお願いします

参加者の声

　１０月１日から始まる赤い羽根共同募金運動は、皆様の「たすけあ
い精神」に支えられ、６９回目を迎えます。
　皆様からお預かりした募金は、東京都共同募金会で取りまとめられ、
あきる野地区配分推薦委員会の審査・推薦の後、公正な審査を経て、東
京都内やあきる野市内の社会福祉施設・団体へ配分し、利用者や地域の
福祉向上のために活用させていただきます。今年もご理解とご協力を
お願いいたします。
【赤い羽根共同募金のしくみ】

　共同募金の配分金で新

しい掃除機等を購入させて

いただきました。 皆様のあ

たたかいご支援に心より御

礼申し上げます。

　今までの掃除機は古く、

利用者の高齢化により、 自

力で持ち運ぶことが困難

でしたが、 新しい掃除機は

持ち運びがしやすく、 吸引

機能も強くなって、 利用者

が行う掃除の作業効率が

大きく改善されました。

あきる野市舘谷

グループホーム未来

　平成２７年度申請２８年度使用の地域配分

（ B 配分）の申請を募集します。地域配分と

は、あきる野市内の福祉向上のために配分す

る共同募金です。

◆募集期間　９月１日(火)～１０月３０日(金)

◆申請金額　１万円～３０万円

◆対象団体　あきる野市内にある保育園や

             障がい者の地域生活支援を行

　　　　　　う施設、NPO法人等

◆対象事業　利用者のための備品購入等

　　　　　　 ※詳しくは募集要綱をご覧くだ

　　　　　　さい。　　　　　  

◆申込み・問合せ　東京都共同募金会

　　　　　　　　　あきる野地区協力会

　　　　　　　　　（事務局　社協総務係） 

　　　　　　　　　　  ５５９－６７１１☎

　介護について理解と認識を深め、介護従事者、介護サービス利用者及び家族を支援するとともに、それらを取り巻く地域社会の支え合いや
交流を促進する観点から、「１１月１１日（いい日、いい日）」と決めました。
※平成２０年７月２７日の「福祉人材フォーラム」において、厚生労働大臣より発表されました。

　市内の介護サービス事業者とあきる野市役所、地域包括支援センターの三者共催

により、介護サービスの啓発イベントを開催します。

◆日　　程　　①プレイベント　　　 １１月  ９日（月）～１３日（金）

　　　　　　　②メインプログラム　 １１月 １４日（土）

◆時　　間　　午前９時から午後４時まで

　　　　　　　ただし、９日は午後１時から、１３日は午後３時まで

◆場　　所　　①あきる野市役所１階コミュニティホール

　　　　　　　②秋川ふれあいセンター　ふれあいホール

◆内　　容　　・市内の介護事業者の職員による介護相談や体験コーナー

　　　　　　　・通所介護事業者等の利用者の作品

　　　　　　　・福祉用具事業者による介護用品の展示など

　　　　　　　・その他、講演会を予定しています。内容が決定次第、チラシなどでお

　　　　　　　知らせします

◆問 合 せ　 介護事業者連絡協議会事務局(社協ケアセンター) ５５９－６５７４

　地域包括支援センターと在宅介護支援センターでは、共催して介護教室を実施しています。介護教室とは、家族を介護している方や、介護や病気

のことなどについて関心のある方が集まり、地域のみなさんとともに学ぶ場です。

　１０月は、くすりの正しい知識と副作用について薬剤師の方に教えていただきます。

◆日　　時　１０月２３日（金）午後１時３０分～３時

◆場　　所　あきる野ルピア　３階　産業情報研修室

◆講　　師　薬剤師

◆定　　員　３０名

◆対　　象　市内在住・在勤の方

◆参 加 費　無料

◆　　　　　１０月２日（金）午前８時３０分から電話にて受付

◆申 込 み　五日市はつらつセンター　  ５６９－８１０８

◇数年前から、興味のある内容のときは参加して
　います。　　　　　　　　　　　　（５０代 女性）
◇身近に介護が必要と思われる方がいるので、少
　しでもその方のお役にたてればと思い、参加し
　ました。大変参考になりました。　　（７０代 男性）

いい日、いい日、毎日、あったか介護ありがとう

「介護の日」とは「介護の日」とは

☎

申込み方法

市民の皆様

東京都内・あきる
野市内の社会福
祉施設

　　東京都
　共同募金会
（募金の使い道を審査）

募金活動協力の
　呼びかけ

送金

募金活動の
依頼推薦

決定・配分

利用者や地域
のための要望

募金活動の
　 協力

福祉サービスの
提供

福祉サービスの
利用

あきる野市
社会福祉協議会

 あきる野地区
配分推薦委員会

 

介護サービス啓発イベント開催

地域配分 （B 配分）

申請受付を開始します

グループホーム（認知症対応型共同生活介護） 

      はぴねす 草花 
      （あきる野市草花１３７５） 

 

平成 27 年 10 月 OPEN！！ 
 

入居に関するご相談等、   

お気軽にお問い合わせ下さい ＊空室有＊ 

 

ＮＰＯ法人ﾊﾋﾟﾈｽ 21 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ はぴねす草花 

開設準備室 042-533-3414(担当：植田) 

＊介護スタッフ募集中＊ 

 

 

 

配分を受け

た福祉施設

より

☎



次号のあいネットあきる野は、１１月１５日発行予定です

（４）　　　平成２７年９月15日　　　　　　　　　　　　あ き る 野 市 社 協　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第12３号

ＤＦ平成明朝体 W3

ＭＳ ゴシック

☎　ＭＳ ゴシック

ＤＦ平成丸ゴシック体 W4

HGP 創英角ﾎﾟｯﾌﾟ体

HG 丸ｺﾞｼｯｸM-PRO

AR P 丸ゴシック体 E

HGP 創英角ｺﾞｼｯｸUB

AR 丸ゴシック体 E

HG 創英角ｺﾞｼｯｸUB

AR P 丸ゴシック体 M

 

 

 

 

 

 

   

   

  

      

  

   

          

 

 

 

    

   

  

  

 

  

  

  

  

          

  

  

 

 

 

   

  

        

        

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

　夏！体験ボランティアは、「誰かの役に立ちたい」「ボラン
ティア体験をしてみたい」等様々な思いを持った人が、夏休
みの時期に合わせて市内の福祉施設等でボランティア体
験をする事業です。今年も多くの市民が参加し、笑顔いっぱ
いのボランティア体験を終えました。

　保育園での夏ボラに参加しました。小学生の時

以来の参加でしたが、子どもたちが「先生」と呼

んでくれ、親しみを込めて接してくれるのが嬉し

かったです。小学生の頃には分からなかった保育

士のやりがいや大変さも感じることができました。

これから保育士を目指してがんばりたいと思いま

す。
冨田　真子さん
      （学生）

Ａさん
（40代女性）

　専門家（司法書士）による成年後見制度の相談や、判断能力が不十

分な方の日常生活を支援する権利擁護相談をお受けします。

◆日　　時　１１月１０日（火）　午後２時～４時

◆場　　所　秋川ふれあいセンター　秋川事務所内相談室

◆対 象 者　市内在住のおおむね６５歳以上の方

            及び障がい者の方とそのご家族

◆定　　員　３名（１人４０分程度）

◆　　　　　電話にて受付

◆　　　　　権利擁護係　　５３３－３５４８問合せ ・申込み

申込み方法

☎

　市内在住の子どもに各家庭で用意したプレゼントを渡す活動に協力

していただける男性のボランティアを募集しています。

◆日　　　時　１２月２４日（木）、２５日（金）の２日間　午後５時～８時頃まで

◆応 募 資 格　 ①市内在住で６０歳以上の男性で、なるべく２日間参

　　　　　　　　加できる方（年齢・活動日は応相談）

　　　　　　 ②車の運転が可能な方（活動は社協の車両を使用）

◆説明会日時　１０月２７日（火）　午後２時～３時まで

◆説明会会場　秋川ふれあいセンター　ボランティアルーム

◆申込み方法　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

　子育て中の親（祖父母、妊婦含む）が、地域で孤立したり、家に閉

じこもりにならないよう、地域全体で子育てを応援する「子育て応援

サロン」のボランティアを養成する講座を実施いたします。

◆日　　時　１０月５日（月）　午前１０時～正午

◆場　　所　秋川ふれあいセンター　２階会議室

◆講　　師　小俣みどり氏（NPO法人子育てネットワークピッコロ理事長）

◆内　　容　子育てに悩む親の心理や親子が笑顔になるレクを学ぼう！

◆定　　員　３０名

◆対　　象　市内在住で、子育て応援サロンに興味がある方

◆参 加 費　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

申込み方法

地域をより良いものにしていくために、町内会・自治会に加入して力
を合わせましょう！【問合せ】あきる野市地域防災課　 ５５８－１３９４

サンタボランティア募集

子育て応援ボランティア養成講座

町内会・自治会に加入しましょう！

☎

６00名

子育て応援サロン『ファンファン』は、秋川ふれあいセンターで毎月
第２水曜日に開催しています。お気軽に遊びに来てください♪

問合せ ・申込み

☎

　障がい者施設で勤務していますが、他施設の障

がいをお持ちの方と接してみたいと思い参加しま

した。利用者の方々がとても明るく、みな積極的

に接してくれて、あっという間に時間が過ぎてし

まいました。一緒に楽しく過ごせたので元気をも

らった１日となりました。

問合せ ・申込み

☎

　小宮町内会は２１２世帯が加入し

ており、南側は平井川、北側は草花

丘陵という自然と住宅のバランスの

取れた環境にあります。町内行事も

昭和５２年から始まった灯篭流し、

秋祭りの獅子舞など故郷ならではの

行事があります。

　また、昨年より、次代を担う子ど

もたちにも故郷を思う気持ちを培っ

てもらおうと、地域の大人たちが奮

起し、サマーフェスタを企画し、会

員、各種団体の皆さんのご協力を得

て、子どもたちに５０基を超える子

ども灯篭を作ってもらい、全体で

１５０基の灯篭を流しました。

　武田会長は「私がまだ小学生の頃、

父に連れられて、平井川の下流から

上流に向かって川幅程のある長い網

で魚を追い込み、手掴みで捕まえる

行事に参加しました。

アユのひっかけ漁の名人や手掴み漁

の得意なお兄さん達と一緒に全身ず

ぶ濡れになって夢中で魚を捕まえた

ことを昨日のように覚えています。

遥か昔の思い出ですが、自身の郷土

愛が生まれた瞬間でもありました。

この地に住む子どもたちが、こうし

た思い出をつくるとともに元気に過

ごして、地域に定着し、郷土愛が育

まれれば、地域はより発展すると思

います。これからも皆さんと協働し、

子どもたちがこの地に住み続けたい

と思えるような地域になればと願っ

ています」と笑顔で思いを語ってく

れました。
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