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設立２０年記念式典のお知らせ 

 

 
　あきる野市社会福祉協議会は、本年で設立２０年を迎えました。これもひとえに市民の皆様や関係各所の皆

様のご理解、ご協力の賜物であり、心より感謝申し上げます。

　この２０年の間にも、社会状況の変化や、福祉制度の施行や改正、大規模災害の発生など、様々な変化があ

りましたが、当協議会は住民主体の理念のもと、地域における支えあい活動の推進と、誰もが安心して暮らせ

る福祉のまちづくりに取り組み、ふれあい福祉委員会事業やボランティア活動推進事業等をはじめ多くの福祉

事業を、市民の皆様と協働し進めてきました。市民の皆様の温かい支えがあることで、様々な地域福祉活動を

推進することができています。これからもあきる野市の地域福祉を推進する団体として、皆様と共に活動して

いきたいと思います。

　市民の皆様には、健やかに新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。

旧年中は、あきる野市社協が推進する地域福祉事業に際しまして、ご理解

とご支援を賜り心から厚くお礼申し上げます。　

　また、社協会費や福祉バザーでは、多くの市民の皆様にご協力をいただ

き、お陰様で社協も無事に新春を迎えることができました。

　今月、１月２３日（土）には、あきる野市社協設立２０年の記念式典が

行われます。秋川市と五日市町との合併により誕生した「あきる野市社会

福祉協議会」は、ようやく成人式を迎えました。この２０年の佳節は、市

民の皆様とともに歩む、新たな１０年への出発と捉え、役職員一同、あき

る野市の地域福祉の推進に尽力してまいります。

◆日　　時　１月２３日（土）

　　　　　　午後1時30分～4時（開場は午後１時）

◆場　　所　秋川キララホール

◆定　　員　２００名（参加無料）＊当日会場に直接お越しください

◆プログラム　①功労者表彰

　　　　　　②記念講演「障がいのある人もない人も暮らしやすい地域とは」

　　　　　　　講師　野澤和弘氏（毎日新聞論説委員）

　　　　　　③記念演奏　キララバンド「坂本九メドレー他」

◆問合せ・連絡先　総務係　☎559-6711

◆雇用期間　平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日

◆勤務時間　午前8時30分～午後3時30分

◆報      酬　時給１，０１７円

◆募集要項  社協ホームページ 

　http://www.akiruno-shakyo.or.jp/からダウンロードできます。

◆詳    細　総務課総務係　 ☎559-6711

-市民の笑顔と助けあいに支えられ-社協設立20年

-今までの歩みを振り返り さらなる一歩へ-
平成 8年　　社会福祉法人設立認可

平成12年　　介護保険事業開始に伴い、あきる野市社協ケアセンターを開設。
　　　　　　三宅島噴火に伴い、三宅島児童・生徒支援センターが都立秋川高校
　　　　　　に設置され、職員を派遣。ボランティア調整による支援を実施

平成13年　　設立５周年

平成15年　　支援費制度における障害者居宅介護事業を開始

平成18年　　第2期地域福祉活動計画策定
　　　　　　設立10周年

平成20年　　あきる野市地域包括支援センター「五日市はつらつセンター」事業を受託
　　　　　　「地域福祉権利擁護事業」を受託
　　　　　　こすもす福祉作業所が若草児童館から秋川ふれあいセンター内へ移設

平成23年　　第3期地域福祉活動計画策定
　　　　　　東日本大震災に伴い、被災地社協へ職員５名派遣
　　　　　　あきる野ボランティア・市民活動センター設置

平成25年　　あきる野市災害ボランティアセンターの設置等に関する協定を市と締結
　　　　　　「介護支援ポイント制度事業」を受託
　　　　　　台風26号による土砂災害に際し、東京都大島社協に職員１名派遣

平成27年　　災害時相互協力協定をあきる野青年会議所と締結
　　　　　　社協ロゴマーク決定

　　

社会福祉法人
あきる野市社会福祉協議会
会  長　     坂 本 栄 司

謹んで新年のご挨拶を申し上げます
設立20年記念式典のお知らせ

平成 28 年度 栄養士 （非常勤職員） 募集



 

 

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

合せください。
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 災害ボランティアセンター設置・運営訓練を実施しました

第２０回福祉バザーの収益金は地域福祉活動に活用されます

第６４回東京都社会福祉大会で５団体が受賞されました

全国福祉大会で厚生労働大臣表彰を受賞しました

あきる野市戦没者追悼式がとりおこなわれました

　１１月２２日（日）に災害ボランティア１４名とともに、「あきる

野市災害ボランティアセンター設置・運営訓練」を実施しました。当

日は、①災害ボランティアセンター運営支援、②赤十字奉仕団による

炊き出しの支援活動、③被災地におけるニーズ把握調査の３つの訓練

を行いました。

　今後、大規模災害時に設置する災害ボランティアセンターの存在や

役割を、より多くの市民の皆様に知っていただき、災害時に支えあえ

る地域づくりを築いていけるよう努めてまいります。

　１２月１0日（木）に第20回福祉バザー実行委員会（五日市会場　森下晴男委員長、秋
川会場 中村勇委員長）より、福祉バザー収益金 3 ,131, 661円のご寄附を受けました。
　ご寄附いただいた収益金は、高齢者や障がい者などへの家事援助サービス、病院等への
送迎サービス、お弁当を届けながら見守りを行うふれあい食事サービス、ふれあい福祉委
員会事業など、地域の助け合いを推進する社協事業の貴重な財源として活用いたします。
　物品を提供いただきました市民の皆様、福祉バザーを企画・実施いただきましたスタッ
フの皆様など、多くの方に感謝申し上げます。

　１２月１８日（金）に開催された第６４回東京都社会福祉大会にお
いて、日々の活動が評価され、次の団体が東京都社会福祉協議会会長
表彰を受賞されました。

【ふれあい福祉委員会】
・秋川ハイツふれあい福祉委員会　　・大上ふれあい福祉委員会
・原小宮ふれあい福祉委員会　　　　・栄町ふれあい福祉委員会

【ボランティア・市民活動団体】
・さわやか倶楽部

　１１月2０日（金）に開催された平成２７年度全国福祉大会におい
て、当協議会会長の坂本栄司氏が、長年にわたる共同募金運動奉仕功
労者として、厚生労働大臣表彰を受賞しました。
　東京都共同募金会あきる野地区協力会の会長として１４年間、共同
募金運動に尽力し、その功績が認められたもので、全国では３１名が
共同募金運動奉仕功労者として表彰されています。

　１１月 28日（土）に、先の大戦で亡くなられた方々のご冥福を祈り、平和を願う市民
の強い意志を表すため、あきる野市とあきる野市遺族会の共催による、あきる野市戦没者
追悼式が開催され、121名の遺族関係者が参列しました。

戦没者遺族の思いと　平和の願いを　次の世代へ



（3）　　　平成２8年１月15日 　　　　　　　　　　　　あ き る 野 市 社 協　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   第125号

社協の事業は、町内会・自治会より多くのご

協力をいただいています。 

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 

該当する町内会・自治会の会長をご紹介します 
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社協会員にご加入いただき

 ありがとうございました

社協会員にご加入いただき

 ありがとうございました

平成２７年度　社協会員及び会費実績（平成２７年１２月２６日現在）

個人

会員

会費実績　  7,930,200円

会 員 数　  　  16,389会員

団体

会員

会費実績　  3,317,000円

会 員 数　　  　  761会員

　平成２７年度も、社協会員会費に多くの市民や事業所のご加

入とご支援を賜り、心から厚くお礼申し上げます。

　皆様からご協力いただいた会員会費は、市内の高齢者や障が

い者のために、次のような地域福祉活動等に活用されています。

ふれあい
食事サービス

家事
援助サービス 移送サービス

6,581 食6,581 食 1,662 回1,662 回 2,835 回2,835 回
（平成２６年度実績）

※事業所の皆様へ　事業所名は、会員会費領収書の宛名より掲載させていただきました。また、代表者名は省略させていただきましたので、
ご了承ください。なお、字名は五十音順で、事業所名については敬称を省略させていただいた上、順不同に掲載させていただきました。

合計　11,247,200 円

　　（17,150 会員）

合計　11,247,200 円

　　（17,150 会員）

社協団体会員　加入事業所一覧社協団体会員　加入事業所一覧

　秋 川

 ビューティーＴＡＫＩＯ パンの家　あ・ら・もーど 美容室　ウィズ 秋川駅前鍼灸接骨院

 あきる野とうきゅう 多摩伸学スクール 西武信用金庫　秋川支店 ㈲丸中建材店

 西東京不動産㈱ 吉澤園 クリーニング元木屋 小峰建築㈱

 ドラッグ　アキル ㈱秋川総合開発公社 アイズメガネ インド食堂マハトマ　あきる野店

 ラ・セーヌ Ｑ－ma 多摩信用金庫　あきる野支店 せぬま歯科医院

 ㈲江戸一 はなゆう ㈱アイエムプランニングオフィス 炭火珈琲　青蛾珈房

 中華料理　もうつぁると 秋川農協　本店 税理士　岡野哲史事務所 きくち歯科クリニック

 ㈲盛龍飯店 ㈲萩原燃料 ㈲ちひろ 東京日産　あきる野店

 ㈲天芳 ㈲リュミエール 小川家 ㈲総合不動産センター

 あきるの波多野整骨院 瀬戸岡造園 岡野酒店 ㈲飯島商店

 ニチイケアセンター　あきる野 ㈲岡野自動車 ㈱ムラウチホビー ㈲清水通信

 ハハナ訪問看護リハビリステーション ワークマン　秋川店 大久保商店 レストラン　ＭＩＳＯＮＯ

 秋川交通㈱ すもも木幼稚園 おおの歯科医院 洋服の青山　秋川店

 青梅信用金庫　秋川支店 トヨタ西東京カローラ㈱ 東京トヨペット㈱　秋川店 セレモニーホールあきる野

 トシン電機あきるの営業所 あひるの整骨院 Honda Cars 東京西　あきる野店 湯処　阿伎留の四季

 森のクリーニング屋　SILK 日本郵便㈱　あきる野郵便局 キングドライ㈱ あきる野司法書士事務所

 石井税務会計事務所 ㈱ディックス ㈱テクノアップ・ライズ 中井歯科クリニック

 ピュア矯正歯科室 ＤＩＮＩＮＧＢＡＲ　ＫＡＩ 西秋留デンタルクリニック カラオケルーム　アデン

 ラーメン大公望

 秋留

 クリニックタウン歯科雨間 ㈲中村自動車 手打ちそば　ひらの 秋川どうぶつ病院

 ローソン　あきる野雨間店 しみず歯科医院 みどりの園 渋谷整骨院

 法理規夫　税理士事務所  ㈱アイエムオート

 網代

 ㈲シルバーライフ ㈱五日市カンツリー倶楽部 日の出乗馬倶楽部 ㈲宮崎製作所

 油平

 野田ストアー クロヤマ　メガネトケイ店 ㈲共和不動産 ヘアーサロンビーナス

 渡辺植木 中村建築 ㈲瀬沼商店 野村植産㈱

 ㈲和光温調サービス ㈲秋川自動車 池田歯科医院 ㈲サンユー

 ㈱田村製作所 山野会計事務所 ㈲中村住地 ㈲西部ケアサービス

 こばり花店 瀬沼建築 ㈲中村乳業 ㈲ナカムラ設備工業

 山本美容室 ㈱多摩スピードキング コロン 回春堂薬局　あきる野店

 ㈲ＴＥＡ－ＯＮ 宮本印刷 西秋留郵便局 栗原印章店　秋川店

 花空間うさぎ スナック３９ 東京ライフ㈱ ヘアーサロンワタナベ

 雨間

 ㈱中村建材工業 ㈲石川設計 橋本オルドム ㈲おかの　グリーンメイト

 理容ヨダ 秋川福祉理美容の会（ラポルト） ㈱ネオテック 大松
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 染と織　大門 ㈱アーイング ㈱スリーエム 多摩川幼稚園

 協栄製作所 ㈲秋川葬祭 石井硝子 ㈲石井電設

 ひろ美容室 シャトレーゼ　秋川店 理容にしむら ミナミ電気大竹店

 地蔵院 ㈲スーパーマルセン 宗教法人　西光寺 ㈲村木土建

 山水工業㈱ 小島建材工業㈱ ㈲馬場建設 麻沼歯科医院

 ㈱エコビルド ㈲田嶋土建 ㈱ハシモト 坂本設備工業

 平野左官 中村畳店 島崎税理士事務所 羅甘果

 みどり調剤薬局㈲ 秋川紙業 美容室ベレッツァ 高木製作所

 大塚歯科医院 乙幡酒店 坂本建築㈲ 美容室マリリン

 ㈲廣喜商事 秋川囲碁センター 秋川治療院 ㈱ＳＤＧＰ

五日市

 ㈲ハラ印刷 十一屋商店㈲ 明治安田生命五日市営業所 ㈱井上商店

 西武信用金庫　五日市支店 寿美屋 音羽鮨 ㈱馬場組

 アコス五日市店  ㈱三桝屋 五日市仲町郵便局 ㈱来住野工務店

 平野屋 瀬沼歯科医院 ㈲ワラ屋 ㈱鈴木屋

 ㈱山下葬儀社

 伊奈

 (資)小林商店 ㈲沖倉製材所 増戸食糧販売企業組合 乙訓税理士事務所

 田邊造園土木㈱ ㈲番場電気商会 ㈱菊地塗装 野崎乳業

 大福商店 恵比寿屋 泰和製作所 小作木工㈲

 小倉塗装工業 明光寺 ㈱秋川造園 山﨑工業

 カトリック霊園沼尾石材店 ㈱土屋デザイン　土屋幹夫 正一位　岩走神社 美容室キールマック

 森住製作所 高水美容室 タノクラ電気㈲ 森田加工商会

 並木鉄工所 清香園 ㈲山岸工務店 五日市伊奈郵便局

 青梅信用金庫　増戸支店 銀波鮨 ㈲中村電設 よしざわ歯科医院

 村木建設 小池保険商事 在原書店 ㈲ソモコテック

 猿島企画 ㈲丸由自動車商会 

 入野

 宮崎造園土木 えのきど接骨院 ㈲遠藤鈑金塗装

 牛沼

 千代鶴中村酒造 ㈲柴田商事 ㈲三幸 ㈲アイル　愛留の会

 松崎サイクル サンクスあきる野インター店 石原鉄工 西多摩自動車練習所

 中村ハリ治療院 ㈲ライブラ ㈲小松建装

 小川

 ホテル・オーロラ 橋本左官 燈々庵 ㈲青木農機具店

 くぬぎサイクル 宗教法人　宝清寺 伊倉測量登記事務所 ㈲岡野釣具店

 タイズ工業㈱ ㈱リバランス

 小川東

 ㈱さくらウェルフェア ㈱大洋テック ㈲中里技研 ㈱吉田製作所

 あきる野小川郵便局 ㈲ムツミ精工 ㈱岡部製作所 ㈲河村自動車工業

 ㈲新井製作所 ㈲原鈑金工業 ㈲栗原ダクト ㈲大川製作所

 ㈱吾妻製作所 ㈲三友精機製作所 ㈱玉光商事　プラザ・玉光 イチマツ食品

 ㈲石川モータース あきる野自動車㈲ ㈲アキオートサービス ㈱高木造園

 新東京アサノコンクリート㈱ ㈲しんえい広告 共正製作所 かねこ歯科医院

 寺本歯科医院 ㈱東郊建設 ㈲神田工務店 エリカ美容室

 学校法人山田学園　ほうりんじ幼稚園 宗教法人　法林寺 ㈲アイシー空調工業 ㈱ミナテック

 ㈲ティアプラン ㈱エイビーロード ホテルニューぼたん ㈱和商工

 梶原鉄筋工業㈱ 

 乙津

 池谷㈲ 田畑材木店 光明山荘 ㈱久保島本舗

 丸公木材㈱

 上代継

 ㈱エスピープロ パーク商事㈱ ㈲中村重機土木 秋留台自動車

 ㈱梅沢精工 ㈱近藤ホームガス ㈱徳宮 秋川精機㈱

 近藤・鈴木法律事務所 ㈱東京サマーランド総務課 ㈲秋川総合設計 秋川文化スイミングスクール

 和泉屋商事㈱ 茶房ギャラリー　土籠 オートサービスタガワ ㈲アテイン

 ラ　ペコラネーラ ㈱ドリーミー

 草花

 ㈱ホソヤエンタープライズ 陽向寺 太田屋商店 山本労法事務所

 宗教法人　大行寺 ㈲Ｔ＆Ｃ フローラル　やまうち 草花薬局

 ㈲小林建築 小林良一左官 小林とうふ店 花の店　コジマ

 ㈲ミヤマ商店 ㈲入江智タイル こばやし看板 吉氷金物工芸

 立川国際カントリー倶楽部 ㈲貝塚商会 ㈱岡野組 ㈱ヤング運動具製作所

 ㈲青木鉄工所 尾藤製作所㈲  花本食品㈱ 塩野商店

 ㈲草花ソーイング ㈲鬼無里工業 ハンコ卸売センターあきる野店 ㈱関東サンガ　あきる野翔裕館

 塚本歯科医院 むさし自動車工業 エネショップ　オマタ 土屋自動車鈑金塗装

 矢崎畳店 高崎産業㈱ ㈲塩野鉄工所 ㈲小野木工製作所

 丸源仏具店 北島商店 ㈱ヨコタ総建 ㈲高山建設

 ㈲ヤマモト  内田電気商会 ㈱エイチ・ケイ ホワイト舎

 浦野産業㈱ 私市自然治療院 ㈱タマ建築設計事務所 ばいかる洋菓子店

 ㈲ネオシステム ㈲ジェイ・プロジェクト あたらし建装 姉川金属

 ㈱多摩レックス ㈱草花不動産 多西郵便局 ㈲内田工務店

 成友興業㈱ ピース（ＰｅａｃｅＳ） 岸サイクル 慈勝寺

 ファミリーマート　あきる野草花店 ㈲ワタナベ企画 ラ・フーガス ㈱関東サンガ

 ㈲ケイ・サウンズ 吉村はりきゅう治療院 宮岡板金 東武通信建設㈱ 
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 小中野

 松村商店㈲ オトクニ運輸㈱ 黒茶屋 佐五兵衛

 野崎商店 前沢商店 食堂　天芳

 小峰台

 ㈱藤田製作所 ㈱上田興業 落合自動車工場 

 小和田

 臨済宗　廣徳寺 ㈱恵比寿

 三内

 松村ダスト㈲ ㈱フジワラ技建 築地組㈲ 初後亭

 下代継

 ネッツトヨタ多摩㈱ あきる野店 ㈱マサル設計 ㈲秋元設備工業所 ㈱エーク

 美容室くれよん 美容室ラブリー 吉澤商店 共栄技研

 ㈲斉田製作所 ㈱サンプリーツ ㈲泰工　石川工務店 多摩調剤薬局あきる野店

 金松寺 大倉企業㈱

 菅生

 立川段ボール工業㈱ ㈱上坂重機開発 ㈲オカベコーポレーション ㈲萩原自動車設備工場

 西多摩霊園石材組合 浜田針灸治療院 ㈲トップシルク 布田歯科医院

 竹内牧場 中島機械設計事務所 ころりん村幼児園 稲足神社　神道霊園

 細谷火工㈱ 竹内建設 ㈲宮崎土建 自動車板金塗装　久保島

 ㈲植正 学校法人　菅生学園 宝蔵寺 テクノサイン

 国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構あきる野実験施設 ㈱重

 瀬戸岡

 ㈲松田計装工業 ㈱サンコー機材 ㈱ユニックス 秋留台土地活用㈲

 多摩建材㈱ ㈲小島工業 ㈲遠藤電気 ㈱鈴木商店

 浦野商店 ㈱ｍａｉｒｅ 長接骨院 メンズヘアーサロン　ハシモト

 ㈱日本電機サービス  美容室　ピノキオ ㈲三友電設 はら美容室

 ㈲メカメンテ ㈱スガオ精密 ローソンあきる野瀬戸岡店 網野工務店

 ㈱タケダ はよう海産食品  るのスポーツ 京都屋

 ㈱スイーピングサービス

 高尾

 大光寺

 舘谷

 石井昌建築事務所 ㈱フクミヤ 橋本設備工業㈱ 大多摩開発㈱

 秋川木材協同組合 南沢木材㈲ 須崎釣具店 やまねこ亭

 栗原新聞店 正光寺 やきとり　柴さん ㈲日光社印刷

 舘谷台

 あきる野市観光協会　五日市支部 西東京バス（株）　五日市営業所

 戸倉

 野崎酒造㈱ 私市石油㈲ 山渓 ㈲冨澤電気

 ㈲カネショウ 十里木ランド  ㈲五日市清掃 ナルミオート

 オカベ園芸産業㈱ ㈱村尾組 ランドリー城市 ㈲戸倉プレシジョン

 セブンイレブン　あきる野戸倉店

 留原

 中村自動車㈲ ㈲清和興業 コバヤシ電器 中嶋材木店㈲

 ㈲菅沼製作所

 二宮

 ＤＯＳ／Ｖ　Ｆａｃｔｏｒｙ 久下自動車 ㈲長谷川商事 ㈲菊屋

 村野建設㈱ ㈱ホシノ ㈱石川造園 ㈲宮川精肉店

 ㈱日栄測量設計 煉瓦亭 澤田歯科医院 リカーショップたかぎ

 ㈲杉田燃料店 潮 ㈲高山不動産 ㈲村野興業

 寝具のオカノ 中島屋 ㈲山崎燃料 オヤイヅ電気

 名倉堂整骨院 白星舎クリーニング 鳥千代 麺処　いし川

 美容室アップライズ 理容タカラ マチダ園芸店 石井理髪店

 ㈲花がき なかむらとこや ㈲田中工務店 内田建設㈱

 肉の専門店　村野 ヘアーショップ　オオノ ㈲長谷川団地店 ヘアーカットサロン　いしかわ 

 ㈲サニーシステム ㈲中央ビケサービス 玉泉寺 東秋留郵便局 

 天理教武宮分教会 本多ダンススタジオ 杉本事務所 松本行政書士事務所

 ㈲オートアロウ ヘアーサロンフジ ㈲渡邊建設 長谷川ガス㈲

 丸彦青果店

 二宮東

 ㈱岩鼻製作所 ㈱三和製作所 ㈱マサダ製作所 ㈱吉増製作所 

 ㈱双葉 秋山工業㈱ ㈱多摩化工 ㈱ミノワ化成

 ㈱山友技術 ㈱荻原製作所 ㈱木下光学研究所 ＪＣＣＥ㈱

 ㈱零 ㈱関山 ㈱トラスト ㈲加藤　シェル

 野辺

 田畑不動産㈱  ㈱サカエ ㈱アイ・シー・エス とば商店

 ㈱南部燃料 ㈲山下土建 ㈱船戸建装 井草鈑金

 丸和オート ㈲イチカワ建窓 野辺ランドリー ㈱西之表コーポレーション

 紳士服のコイソ ㈱藤沢設計 こすげ薬局 鮨武

 南部商事㈱ 越智歯科クリニック 山川デンタルクリニック ㈲田喜花

 普門寺 メンズヘアー　はしもと ごんにんごん　野辺店 マミ美容室

 ㈲沖倉鉄工所 デイリーショップヤマザキ 多摩信用金庫　秋川支店 大原商会

 ㈱アドバンス・タナカ ながた美容室 ヘアーマジックフローレンオンリーワン ㈲加藤設備

 ㈱大登 ㈲カスタムファニチャー 高橋治療院 デンタルオフィスたむら

 ㈲誠和企画 秋川野辺郵便局 吉村自転車店 在宅介護　ホットライン
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 原小宮

 黒川設備工業 大森加工 ㈲秋多運送

 引田

 島田産業㈲ ㈲べべノジマ ㈱鈴木製作所 ㈱ウエストオートサービス

 引田鈑金塗装工場 坂上商店 ㈲二見屋金物店 沢入木材㈲

 宗教法人　真照寺 ㈲高勢産業 スポーツショップ馬場 ミハト土建 

 ㈱トーエーテクニカ 楓フローリスト ㈲印刷タジマ版下企画 ㈲プラスチック工房秋川

 美鈴美容室 ㈲秋川ホーム 秋間造園 サトウ商事

 ㈱田中技研 鈴木商店 ㈲わかばプランニング ㈲田中園

 丸徳不動産㈱ ㈱高丘組 温掌堂治療院 ㈲小林自動車

 学校法人　秋川文化幼稚園  ㈱日産プリンス西東京　あきる野店 ㈲石坂運輸 清水建具店

 影山税務会計事務所 土屋工務店 バラエティショップうちくら ㈲井上工業所

 ㈱保険ＳＴＡＦＦ ㈲せせらぎ 山崎屋豆腐店 ㈲福岡かわら

 葉山歯科医院 読売新聞　あきる野センター 

 平沢

 みっちゃん餃子 ㈱タカガサ 長沢測量事務所 ㈱西多摩ホンダ販売

 大森土建 ㈲北島土建 ㈲新生自動車 カラオケ　寿

 石井賢郎事務所 ㈱レオパレス 21 あずみ苑平沢 工藝ＪＩＮ 石井ブロック

 平沢東

 ㈱サンキョウ・トレーディング 石井動物病院 ㈱シーズ西東京 ㈲山長商事運輸

 ㈲辻製作所 ㈲三陽工芸 ㈱ハウスマテリアル

 渕上

 関田モータース 橋本製麺 橋本商店 マルダイオート㈱

 山上理容所 髪倶楽部 はしもと美容室 ㈲東京堂　東京堂薬局

 八百林商店 石田動物病院 臨済宗　観音寺 のりまき屋

 あきる歯科 秋川渕上郵便局

 山田

 ㈱師岡商店 石川綿店 橋本機械㈱ 小野沢石油㈱

 ㈱ハリカあきる野店 ㈲望月設備工業 ㈱五光建設 ビューティーサロン　ハマナカ

 セブンイレブンあきる野増戸店 平塚設備工業㈱ 山田ストアー 手打そば　加賀屋

 清水木材㈱

 養沢

 養沢センター

 横沢

 大悲願寺 ㈲横澤開発工業 秋川教材 ㈲河野電機設備

 市外

 ㈱間坂屋紙店 ㈲日成エンジニアリング ㈲八南広告社

あきる野医師会

公立阿伎留医療センター  あきる台病院 あべクリニック 池谷医院

伊藤整形外科 いなメディカルクリニック 奥野医院 奥村整形外科

上代継診療所 草花クリニック 小机クリニック こばやし内科小児科クリニック

近藤医院 櫻井病院 さくらクリニック 佐藤内科循環器科クリニック

清水外科 清水耳鼻咽喉科クリニック 朱膳寺内科クリニック 鈴木内科

瀬戸岡医院 野口眼科医院 葉山医院 樋口クリニック

星野小児科内科クリニック ほほえみクリニック まつもと耳鼻咽喉科 森眼科

森田ウィンメンズクリニック ゆき皮膚科クリニック 横田小児科医院 米山医院

渡辺レディースクリニック 秋川病院

福祉施設

社会福祉法人　松楓会　和敬園 社会福祉法人　松楓会　松楓園 社会福祉法人　松楓会　コスモホーム

社会福祉法人　菅生会　ほたるの郷 社会福祉法人　慈光会　草花保育園 社会福祉法人　福信会　麦久保園

社会福祉法人　渓流会　草花苑 社会福祉法人　秋川あすなろ会 医療法人社団　秀仁会　介護老人保健施設　さくら

社会福祉法人　健生会　よつぎ第一保育園 社会福祉法人　健生会　よつぎ第二保育園 社会福祉法人　健生会　東秋留保育園

社会福祉法人　さくらぎ会　特別養護老人ホーム　こもれびの郷 社会福祉法人　誠和会　誠和保育園 社会福祉法人　秋渓舎　増戸保育園

社会福祉法人　雲柱社　五日市保育園 社会福祉法人　勧能福祉会　五日市わかば保育園 社会福祉法人　多摩養育園　光明第六保育園

社会福祉法人　多摩同胞会　網代ホームきずな 社会福祉法人　白百合会　増戸ホーム 社会福祉法人　誠愛会　南聖園

社会福祉法人　誠愛会　介護サービスセンター　南聖園 社会福祉法人　清明会　五日市ホーム 社会福祉法人　緑愛会　あたご苑

社会福祉法人　たま紫水会　紫水園 社会福祉法人　たま紫水会　第二紫水園 社会福祉法人　豊生会

社会福祉法人　金木星の会　金木星の郷 医療法人社団　珠泉会　介護老人保健施設　オキドキ 社会福祉法人　鶴風会　西多摩療育支援センター

社会福祉法人　山の子会　ケアホーム未来 社会福祉法人　緑愛会　あたご苑ケアハウス 社会福祉法人　和の会　あきる野こどもの家

社会福祉法人　同愛会　プロシード 社会福祉法人　雲柱社　ワークスタジオかがわ 社会福祉法人　緑葉会　あきる野ケアハウス

社会福祉法人　芳洋会　小規模多機能型居宅介護　サンライズむつみ橋 社会福祉法人　泉会　グループホームのぞみ

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11月～12月
寄附金　　　 14 件  　4,421,827円 
寄附物品   16 件                       

スナック 39 カラオケ会 　　　　　4,275 円
あきる野市　秋芳会　　　　    10,000 円
秋川農業協同組合　　　　　    250,000 円
秋川舞踊連盟　          　    100,000 円
夢佐和会　　　　　　　　　    20,000 円
あきる野市管工事組合         28,500 円
秋川レディースフォークダンスサークル     30,000 円
慈勝寺                        30,000 円
第 20回福祉バザー実行委員会      3,131,661 円
あきる野市高齢者クラブ連合会    713,591 円
さわやか倶楽部                20,000 円
第一生命労働組合八王子支部　　　10,000 円
本多ダンススタジオ　　　　　　60,000 円
㈲オートアロウ　　　　　　　   13,800 円

㈲杉田燃料店
近藤・鈴木法律事務所
布田歯科医院
西多摩霊園石材組合
西武信用金庫　秋川支店
㈱マイレ
㈲秋川総合住設
あきる野商工会女性部
第一生命労働組合八王子支部
秋留台　すみれ会
デリバリー中華　秀房

萩原泰壽
青山明美
桑　淑子
溝口正恵
大原佐代子

    お詫びと訂正

2015 年 11月15日発行
のあいネット 124号に
て下記の誤りがありま
した。

【寄附者氏名】

　　戸田 邦　様　　
    　　 ↓
　　戸田 邦夫様

戸田邦夫様並びに読者
の皆様に謹んでお詫び
申し上げるとともに訂
正いたします。
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ＤＦ平成明朝体 W3

ＭＳ ゴシック
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みんなが笑顔で毎日通える事業所を目指しています！みんなが笑顔で毎日通える事業所を目指しています！
　あきる野市社会福祉協議会では、障がいを持つ方が自宅等から通える事業所を、秋川ふれあいセンター内

に２か所、五日市地区に１か所運営しています。仲間と毎日楽しく生活できる場所を目指し、日々取り組ん

でいます。入所や見学を希望される方は、下記の事業所へお問い合わせください。

　こすもす福祉作業所は、一般企業で働くことが困難な障がいを持つ方に、生産活動の機会の提供、

知識や能力の向上のために必要な訓練を行う「就労継続支援Ｂ型」と日常生活の支援、創作的活動、

生産活動の機会を提供し、生活能力などの向上のために必要な援助を行う「生活介護」の２つの事

業を行う多機能型事業所です。就労継続のグループの主な生産活動としては、企業から受注したモ

ルタルの袋を加工する作業や防水紙を折る作業を行っています。生活介護のグループは、牛乳パッ

クの整理や自主製品として草木染め作業等を行っています。これらの生産活動を通じて働く喜びや、

社会生活のルールを学んでいます。

◆問合せ先◆

あきる野市平沢 175-4

秋川ふれあいセンター内

☎558-2566

◆問合せ先◆

あきる野市平沢 175-4

秋川ふれあいセンター内

☎559-6714

◆問合せ先◆

あきる野市五日市 374-5

☎595-2324

　ひばり分室は、希望の家と同じ通所支援施設（生活介護事業所）で

す。利用者は１０名と少ないですが、２１歳～６５歳までの幅広い年

齢の方が通われています。体力維持活動に力を入れており、夏の暑い

日も、冬の寒い日も毎日歩行訓練を実施しています。その成果もあり、

施設はいつも元気な笑い声で溢れています。

　また、ビーズアクセサリーなどの小物手芸の製作や、講師を招いて

実施する美術教室な

ど、皆が楽しめる活

動を提供しています。

　地域で歩行してい

る姿を見かけた時は

ぜひ声をかけてくだ

さい。

　希望の家は、障がい者の方が自立するために必要な場を提供する通

所支援施設（生活介護事業所）です。主な活動は歩行訓練や創作活動

で、また、作業活動として近隣から集まったアルミ缶を整理し、売上

を工賃として利用者へ支払っています。

　歩行訓練に出ると、住民の方から必ず声をかけて頂く等、地域に根

付いた施設です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　今年度のあきる野市

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グリーンカーテンコン

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テストでは、環境委員

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会特別賞を受賞しまし

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　た。左の写真は、受賞

                                                               を記念して皆で撮影し

                                                               た時のものです。利用

                                                               者が順番でゴーヤに水

                                                               をあげる等、楽しみな

                                                               がら育てました。

おもちゃドクター養成講座おもちゃドクター養成講座

◆日　時　　２月２０日（土）、２７日（土） 　

　　　　　　午前１０時～午後４時

◆場　所　　秋川ふれあいセンター　２階　会議室

◆対象者　　市内在住、在勤、在学の方

◆定　員　　５名（申込順）

◆参加費　　1，０００円

◆講　師　　おもちゃ病院あきる野（社協登録団体）

◆共　催　　おもちゃ病院あきる野

◆申込み方法　　２月１日より電話にて受付

◆問合せ・申込み　　あきる野ボランティア・市民活動センター　

　　　　　   ☎595-9033

ボランティア助成金事業案内ボランティア助成金事業案内
音訳ボランティア 「えくぼ」　研究発表会開催のお知らせ

　視覚障がい者のために、市や社協の広報を音訳するボランティアグル

ープ「えくぼ」が、ボランティア・市民活動団体助成金事業で１２月か

ら翌年２月にかけて音訳ステップアップ講習会を実施します。その内容

を研究会で発表し、発行物の展示も行います。ぜひ、足を運んでください。

◆日　時　　３月１２日（土）午後２時～３時４０分

◆場　所　　五日市地域交流センター　２階　第 4・5・6 会議室

◆定　員　　７０名

◆申込み方法　　　　ご来場いただける方は下記までご連絡ください。

◆申込み・問合せ　　朗読ボランティアサークル「えくぼ」

　　　　　　代表　中曽根　☎ 595-2764　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

壊れたおもち
ゃを直したい、
おもちゃドクタ
ーになりたい
方、 集まれ！



次号のあいネットあきる野は、３月１５日発行予定です
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ご 協 力 感 謝 い た し ま すご 協 力 感 謝 い た し ま す

赤い羽根共同募金赤い羽根共同募金

歳末たすけあい募金
歳末たすけあい募金

　平成２７年度も、共同募金運動に多くの方のご理解とご協力を

いただき、厚くお礼申し上げます。

　皆様からご協力いただいた募金は、あきる野市内で、以下のよ

うに活用されます。

赤い羽根共同募金　　合計　3,553,188 円

歳末たすけあい・地域福祉募金

                          　　合計　5,370,020 円

◆保育園等で・・遊具や防犯カメラ、テントや保育室の整備等

◆障がい者施設で・・作業用テントや社会生活訓練等

◆高齢者施設で・・低床用ベッドや特殊浴槽等

ふれあい福祉委員会事業やボランティア活動推進事業、

ふれあいサロン等の地域福祉活動に活用されます

【平成２７年１２月末日現在】

平 成 27 年 度  募 金 実 績 報 告平 成 27 年 度  募 金 実 績 報 告

介護保険

   と

施設の話

安心できる

暮らしの

ために

あきる野市介護教室

参加者募集

あきる野市介護教室

参加者募集

成年後見制度成年後見制度

     専門相談会専門相談会

     ◆日　時　2 月２６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　小林那智子介護支援専門

　　　　　員、長谷川秀幸相談員

◆定　員　30 名

◆対　象　市内在住・在勤の方

◆申込方法　2 月 2 日（火）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

　介護に関する専門家から、介護保険の認定を受ける目安や、

サービスの利用方法、施設の種類や施設での生活についてお

話いただきます。皆様のご参加をお待ちしています。

　専門家（司法書士）による成年後見制度の相談及び高齢や障が

いにより、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。なお、事前に予約が必要です。

◆日　時　３月 8 日（火）

　　　　　午後 2 時～４時

◆場　所　五日市交流センター　

　　　　　２階　第 1 会議室

◆定　員　3 名（１人約 40 分）

◆対　象　市内在住のおおむね

　　　　　6 5 歳以上の方及び

　　　　　障がい者の方とその

　　　　　ご家族

◆申込み　権利擁護係

　　　　　☎533-3548

第３９回　あきる野市民

チャリティゴルフ

大会参加者募集

　チャリティとしての参加費の一部を、社協が実施する高齢者や障

がい者への福祉サービスで使用する物品等を寄付することを目的に、

誰でも楽しめるゴルフ大会を開催します。

　小川東町内会は、現在約４３

０世帯が加入しており、地域を

5 地区４９組に分けて、防災活

動や納涼大会、敬老祝賀会やソ

フトボール大会の参加等、様々

な活動を行っています。なかで

も夏の納涼大会は約３５０名が

参加する大規模な行事で、太鼓

の演奏やカラオケ、抽選会等を

行って、会員同士のふれあいの

場として毎年盛り上がっていま

す。

　神田会長は、「地域全体で高齢

化が進み、町内会行事に参加で

きない等の理由で、町内会を退

会する方も多くなってきている。

しかし地域のつながりはどの世

代にも大切なことだと思うので、

一人でも多くの会員の方が楽し

く一緒に活動できるように心が

けていきたい。そのためには、

若い世代の方も町内会の取組や

行事に参加しやすいようみんな

で工夫して、地域を盛り上げて

いきたいと思う。」と地域に対す

る思いを語ってくれました。

◆日　程　4 月 22 日（金）

◆場　所　五日市カントリー倶楽部

◆定　員　合計 224 名（申込順）

　　　　　キャディ付 36 組 144 名、セルフ 20 組 80 名

◆対　象　チャリティゴルフの趣旨に賛同いただける方

◆競技費　キャディ付 11,428 円、セルフ 8,928 円

　　　　　※昼食含む、ただしロッカー代、参加費（3,000 円）、

　　　　　消費税、利用税は別途

◆申込方法　申込書に参加費を添えて実行委員会事務局へお申込みく

　　　　　ださい。

　　　　　申込書は、社協窓口又は市役所等の公共施設に設置し

　　　　　ており、ホームページからもダウンロードできます。

◆主　催　あきる野市民チャリティゴルフ大会実行委員会　

◆申込み・問合せ　事務局　社協秋 川事務 所　☎595-9033

　　五日市事務所　☎595-0818

「若い世代も参加できるように、

みんなで協力して

地域を盛り上げていきたい」

「若い世代も参加できるように、

みんなで協力して

地域を盛り上げていきたい」

小川東町内会　会長　神田 秀次氏小川東町内会　会長　神田 秀次氏

約 350 人が参加する小川東町内会の納涼大会約 350 人が参加する小川東町内会の納涼大会　
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