平成 27 年度 第２次足立区地域福祉活動計画推進事業／孤立化防止事業

ささえあい活動事例集

見つけたよ！
足立に広がる “ささえあい”

平成２８年９月
社会福祉法人足立区社会福祉協議会

○

はじめに（発刊に寄せて）
この何十年間かの間、足立区では少子高齢化の進行とともに単身世帯が増加
し、町会・自治会の加入率が問題になるなど、家族や地域が大きく変化してき
ました。
生活は便利になりましたが、一方では、孤立死数の増加、認知症の人の増加、
育児の孤立、親が亡くなった後の障がい者の生活の問題など、様々な生活・福
祉の課題が現れるようになっています。家族や自分だけを頼りとする社会生活
のあり方は、いまや限界に近くなっているといえるのではないでしょうか。
こうしたなか、一人ひとりの生活課題をそれぞれの問題にとどめることなく、
互いに支え合っていけるような関係を、地域の中につくっていくことが焦点と
なっています。
足立区では、たくさんの魅力的な地域活動が多様に取り組まれており、活動
に興味を持っている住民も少なくありません。足立区社会福祉協議会が行った
区民アンケート調査では、現在活動をしていない人の 4 割は「機会があれば参
加したい」と思っていました（第 2 次足立区地域福祉活動計画を参照）。
この事例集は、現在、地域で取り組まれている活動を住民にお知らせし、こ
れから活動に「参加したい」と思っている住民を後押しするための取り組みで
あり、第２次足立区地域福祉活動計画に基づくものです。たくさんの交流の場
づくりや課題解決の取り組みが区内で行われていることが、事例をとおしてご
理解いただけることと思います。
巻末には、活動を支援するための足立区社会福祉協議会の取り組みと、
“地域
のささえあい”の趣旨において共通する、東日本大震災の避難者支援の経過を
収録しました。
ささえあい活動のさらなる活性化に向けて、この事例集が住民の皆様及び避
難者の皆様の、地域活動の一助となれば幸いです。

平成 28 年９月
足立区社会福祉協議会
事務局長 儘田 政弘
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１ 本事例集の位置づけ

～地域福祉活動計画に基づく活動の推進～

・平成 27 年 2 月、住民による小地域福祉活動やボランティア活動を発展させていくため、
第 2 次足立区地域福祉活動計画（以下「計画」）が策定されました。
・計画では「私たちが創るあだち、安心して暮らせる、支えあいのあるまち」（基本理念）

「踏み出そう
に向けて、

遊び心で、活かそう あなたの力！」（基本方針）を
合言葉に、住民の“地域参加”を図っていくこととしています。
・計画では、以下の取り組みとプロジェクトを位置づけています。

目標を実現するための取り組み
・地域の課題を解決するため、4 つの目標と 4 つの取り組みを設定しています。
【4
１ つの取り組み】
地域を知る

【4 つの目標】
地域の魅力や課題をみんなで共有しているまち

２ 交流する

気軽に立ち寄れる交流の場があるまち

３ 活躍する

地域の中で多くの人がいきいきと活躍しているまち

４ 解決する

地域の福祉課題に、協力して取り組んでいるまち

進め！あだちプロジェクト
・地域の活動を“後押し”するために、足立区社会福祉協議会（以下、
「社協」）が住
民の皆さんと一緒に取り組む 3 つのプログラムを位置づけています。

１

地域の情報、発信・共有

２

活動への参加促進

３

小地域、みんなで連携

地域の
取り組み

・この事例集では、計画がどのように取り組まれているかを見える形にするととも
に、住民の皆さんに今後の活動の参考にしていただくことを目的として、平成 27 年度
に取り組まれた住民活動を紹介しています。
・また、巻末には、関連事業として「進め！あだちプロジェクト」を中心とした社協の取
り組みの一部と、東日本大震災の避難者の方々への支援経過について収録しました。
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２ ささえあい活動 （事例）
平成 27 年度、足立区内で取り組まれた 41 のささえあい活動を
紹介します。
北部
地区

タイトル

頁

花畑

われらのまちで、生きがいを探求

13

西保木間

あだちの魅力再発見ツアー第１弾

15

保木間 竹の塚コミュニティカフェフェスティバル

17

南花畑 デイサービスを活用したふれあいサロン

20

南花畑 オレンジカフェ in 六町

21

伊興

住民と一緒につくる納涼祭

29

東伊興 子育てを「孤育て」にしない

37

六町

六町駅前がきんちょ食堂

41

一ツ家 みんなで話せば、文殊の知恵が

42

保塚町 子どもの居場所づくり

44

東保木間 孤立ゼロ！ひまわり会のささえあい！

45

西部
地区

タイトル

興野

自分たちの街は自分たちで守る！

入谷

絆のあんしん協力員とケアマネジャーの交流会

西新井 第39回足立区わんぱく相撲大会

頁
8
11
16

鹿浜

買物支援、2015

24

鹿浜

災害に備えて！わいわいキャンプ

30

絵手紙をツールにした孤立防止の取り組み！

38

これからの自身と地域のために…

43

西新井
皿沼

※社協では、住民が中心となって行う小地域福祉活動やボランティア活動のリポートを
作成し、ホームページで発信しています。この章では、平成 27 年度に紹介したリポ
ートをまとめています。
※地図上の区分け（5 ブロック）は、地域包括支援センターのブロック単位です。
※タイトルは、字数の都合により、省略している場合があります。
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東部
地区

タイトル

頁

佐野

カフェを通して地域とのつながりを

23

六木

10年続ける秘けつ 「サロンぽぷら」

25

綾瀬

「遊び」を支援する取り組み

34

中部
地区
梅島

タイトル

頁

安心して生活できるマンションにしよう！

6

中央本町 さらに高齢者にとって優しい悠々館へ

9

梅島

みずほ銀行足立支店が認知症の理解を！

12

梅島

無限の可能性を秘めたスタートライン

18

梅島

みんな集まれ!地域・避難者交流イベント

19

中央本町 力強い認知症サポーターが13名誕生！！

26

梅島

地域の皆さんに笑顔を届けるサロン活動

27

梅島

これからも担い手として活躍します！！

28

梅島

スタッフも参加者もみんなが主役！

31

梅田

「梅田通りあった会」見守り活動報告会

35

青井

地域で働くために

36

関原

男性が地域とつながる居場所づくり

46

千住
地区
千住桜木

新田

3

タイトル
未来の看護師へメッセージ！！
団地における見守りをより強くするために

頁
7
10

日ノ出町 まちのできごと、住民の言葉で伝えます

14

日ノ出町 頭も体もフル回転！カフェで楽しく認知症予防

22

日ノ出町 車いす体験講座

32

日ノ出町 体験しよう！手話コミュニケーション

33

千住中居町

チャリティーボウリング

39

千住元町

認知症の方を地域で支える第一歩

40

掲載事例

テーマ別一覧

事例は、地域活動の 4 つのテーマごとに分類して掲載しています。
4 つのテーマは、第 2 次足立区地域福祉活動計画（※）の取り組みの柱です。

◆地域を知る
①安心して生活できるマンションにしよう！ （サンライトマンション）・・・・・・・・・・・・
②未来の看護師へメッセージ！！ （学生ボランティア）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
③自分たちの街は自分たちで守る！ （興野町住宅自治会）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
④さらに高齢者にとって優しい悠々館へ （悠々館従事者）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
⑤団地における見守りをより強くするために （新田一丁目団地自治会）・・・・・・・・・・・
⑥絆のあんしん協力員とケアマネジャーの交流会 （地域包括支援センター入谷／絆
のあんしんネットワーク連絡会）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
⑦みずほ銀行足立支店が認知症の理解を！ （みずほ銀行 足立支店）・・・・・・・・・・・
⑧われらのまちで、生きがいを探求 （花畑地域学習センター、 地域包括支援センタ
ーはなはた、社協）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
⑨まちのできごと、住民の言葉で伝えます 「ささえあいリポーター」 トライアル（試行）
実施 （ここあだちカレッジ履修生）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
⑩あだちの魅力再発見ツアー第１弾 （昭和の家）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

6 ﾍﾟｰｼﾞ
7 ﾍﾟｰｼﾞ
8 ﾍﾟｰｼﾞ
9 ﾍﾟｰｼﾞ
10 ﾍﾟｰｼﾞ
11 ﾍﾟｰｼﾞ
12 ﾍﾟｰｼﾞ
13 ﾍﾟｰｼﾞ
14 ﾍﾟｰｼﾞ
15 ﾍﾟｰｼﾞ

◆交流する
①第 39 回足立区わんぱく相撲大会 （公益社団法人東京青年会議所足立区委員会）
②竹の塚コミュニティカフェフェスティバル （竹の塚コミュニティカフェフェスティバル実
行委員会）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
③無限の可能性を秘めたスタートライン （社協第 3 グループ、地域住民）・・・・・・・・・
④みんな集まれ！地域・避難者交流イベント （社協）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
⑤デイサービスを活用したふれあいサロン （民生・児童委員）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
⑥オレンジカフェ in 六町 （日介ケアセンター六町）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
⑦頭も体もフル回転！カフェで楽しく認知症予防 （あづまカフェ／地域包括支援セン
ター日の出）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
⑧カフェを通して地域とのつながりを （For You Cafe／社会福祉法人奉優会）・・・・・・
⑨買物支援、2015：新田一丁目アパート自治会とアトリエほっと・しかはまのコラボレ
ーション （新田一丁目アパート自治会およびアトリエほっと・しかはま）・・・・・・・・・・・
⑩10 年続ける秘けつ 「サロンぽぷら」 （サロンぽぷら）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

16 ﾍﾟｰｼﾞ
17 ﾍﾟｰｼﾞ
18 ﾍﾟｰｼﾞ
19 ﾍﾟｰｼﾞ
20 ﾍﾟｰｼﾞ
21 ﾍﾟｰｼﾞ
22 ﾍﾟｰｼﾞ
23 ﾍﾟｰｼﾞ
24 ﾍﾟｰｼﾞ
25 ﾍﾟｰｼﾞ

※第 2 次足立区地域福祉活動計画・・・平成 27 年に社協が事務局となって策定した住民の地域
福祉活動に関する計画。
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◆活躍する
①力強い認知症サポーターが 13 名誕生！！(ニコニコキッチン) （絆のあんしん協力
機関／ニコニコキッチン綾瀬・堀切店）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
②地域の皆さんに笑顔を届けるサロン活動 （春の小川）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
③これからも担い手として活躍します！！ （足立区シルバー人材センター西部２区）・
④住民と一緒につくるウエルガーデン伊興園の納涼祭 （ウエルガーデン伊興園／近
隣町会／ボランティア）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
⑤災害に備えて！わいわいキャンプ （東京未来大学 ADA サークル／都市農業公園）
⑥スタッフも参加者もみんなが主役！ （ご近所サロンふれんど／基幹地域包括支援
センター）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
⑦ここあだちカレッジ 2015 秋 「車いす体験講座」 （ここあだちカレッジ受講生）・・・・・・
⑧ここあだちカレッジ 2015 秋 「体験しよう！手話コミュニケーション」（ここあだちカレッ
ジ受講生）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
⑨「遊び」を支援する取り組み （足立に冒険遊び場をつくる会）・・・・・・・・・・・・・・・・・・
⑩地域を支え、支えられた 5 年の軌跡：「梅田通あった会」見守り活動報告会 （梅
田通町会、梅田通町寿会ほか）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
⑪地域で働くために （カフェ＆ベーカリー「コワン・ド・あおい」NPO 法人さくら会）・・・

26 ﾍﾟｰｼﾞ
27 ﾍﾟｰｼﾞ
28 ﾍﾟｰｼﾞ
29 ﾍﾟｰｼﾞ
30 ﾍﾟｰｼﾞ
31 ﾍﾟｰｼﾞ
32 ﾍﾟｰｼﾞ
33 ﾍﾟｰｼﾞ
34 ﾍﾟｰｼﾞ
35 ﾍﾟｰｼﾞ
36 ﾍﾟｰｼﾞ

◆解決する
①子育てを「孤育て」にしない 地域に根ざした食堂を （あだち子ども食堂）・・・・・・・・・
②絵手紙をツールにした孤立防止の取り組み！ ふれあいサロン「絵手紙和の会」の
活動 （ふれあいサロン「絵手紙和の会」）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
③チャリティーボウリング！募金総額が 24 万を超える （足立区訪問介護部会）・・・・
④認知症の方を地域で支える第一歩 （千住元町町会女性部／にこちゃん隊／千住
桜花苑）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
⑤六町駅前がきんちょ食堂 （六町駅前商店会 resk（レスク））・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
⑥みんなで話せば、文殊の知恵が （地域包括支援センター一ツ家／絆のあんしんネ
ットワーク連絡会）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
⑦これからの自身と地域のために・・・ （地域包括支援センター鹿浜／絆のあんしん
ネットワーク連絡会）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
⑧子どもの居場所づくり （NPO 任意団体“がきんちょファミリー”）・・・・・・・・・・・・・・・・
⑨孤立ゼロ！ひまわり会のささえあい！ （ひまわり会）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
⑩男性が地域とつながる居場所づくり （梅田男談サロン）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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37 ﾍﾟｰｼﾞ
38 ﾍﾟｰｼﾞ
39 ﾍﾟｰｼﾞ
40 ﾍﾟｰｼﾞ
41 ﾍﾟｰｼﾞ
42 ﾍﾟｰｼﾞ
43 ﾍﾟｰｼﾞ
44 ﾍﾟｰｼﾞ
45 ﾍﾟｰｼﾞ
46 ﾍﾟｰｼﾞ

テーマ：地域を知る

【梅島】

安心して生活できるマンションにしよう！
認知症サポーターの輪が広がります！
東武西新井東口サンライトマンションに住む
皆さんに出前講座「認知症サポーター講座」を
提供しました。サンライトマンションは、高齢
者になっても安心して生活できるように、赤澤
理事長と理事の皆さんが中心となり、様々な取
り組みを行っています。その一つが今回の講習
会の開催です。講座の住民への周知は、理事の
皆さんが手づくりでポスターを作るなど、住民
の目に留まるよう工夫しています。
講座の合間に指や手を使って脳トレ体操中

今回は、参加者 11 名中 4 名が男性でし
た！講義だけでなく簡単な脳トレ体操を行い、
認知症に関する理解を深めました。認知症の
症状で心配の方、地域で気になる高齢者がい
ましたら、お気軽に地域包括支援センターへ
ご相談ください。

認知症サポーター養成講座受講終了後、
オレンジリングをお渡ししました！

取 材 日

平成 27 年 6 月 6 日（土）

活動主体

東武西新井東口サンライトマンション

参加者数

11 名

取材メモ

当日は、事前申し込みより多くの参加がありました。自分や周りの人が認
知症になったらどうしたらよいか分からない！そんな悩みが少し解消さ
れ地域を温かく見守るサポーターになって頂ければと思います。これか
ら、認知症サポーターやオレンジリングがもっと地域に広がり、お互いが
支えあえる環境が作れるよう取り組んでいきたいと思います。

取 材 者

長手裕子（社協・地域福祉課）

従事職員
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【千住桜木】

未来の看護師へメッセージ！！
学生だからできること、学生しかできないこと！！
6/23（火）帝京科学大学看護学科の学生の
講義に、地域活動をしている学生（9 名）が参
加をして現在の活動や体験談を報告しました。
参加した ASN の大久保さんからは、大学生
活での活動の中から「かけがえのない仲間と有
意義な時間を過ごすことができた」「足立区に
は縁がなかったが、足立区で活動することで愛
着がわきました」などの言葉が印象的でした。
活動報告をする U-25 のメンバー

講義後、ほっと一息の若者たち（一部大人混じる）

個人ボラとして参加した上平さんや、他
の団体の学生からも、「学生だからできる
ことや学生だから許されることもある」
「自分の大学だけではなく、他の学生たち
と知り合うことができた」「活動を通じて
いろいろな機関や仲間と繋がったことは
とても大きい」など前向きな言葉が多く出
ていました。帝京科学大学の看護学生も
次々に報告される活動に聞き入るように
話を聞いていました。

協 ※ASN(Adachi Students Network) ･･･足立区に立地する 5 大学における学生間の交流の会
ADA（Adachi Disaster Association）･･･東京未来大学のサークル（「防災」をテーマに活動）
力
U-25（あだち U-25 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾊﾞｽﾂｱｰ）･･･25 歳以下の若者が復興支援等を目的して活動する会
団
IVUSA(特定非営利活動法人国際ボランティア学生協会)・・・学生中心の NPO
体

取 材 日

平成 27 年 6 月 23 日（火）

活動主体

学生ボランティア（※ASN、ADA、U-25 などの学生）

参加者数

80 名

取材メモ

足立区内には、大学が 5 校あり、生徒数はなんと 1 万 3 千人を超えてい
ます。今回の大学生の報告を聞き、プレゼンのうまさや興味を引く資料作
りなど「頼もしい若者」だと改めて思いました。また、講義終了後、報告
のあった活動に参加したいと 5 名の看護学生が早速仲間となりました。
若者のまぶしさにちょっと元気をもらった「おじさん職員」でした。

取 材 者

結城宣博（社協・地域福祉課）

従事職員
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【興野】

自分たちの街は自分たちで守る！
興野町住宅自治会 災害への取り組み
災害対策部を立ち上げて
興野町住宅自治会では、大災害が起きた時に対応す
るため、3 年前に災害対策部を発足。防災ニュースの
発行、防災マップの作成及び防災機器の購入など積極
的に活動してきました。また、
「世話人組織」を立ち上
げ、災害時に備えて住民同士の交流を促進する活動を
行っています。しかし、東日本大震災から 4 年半が経
過し、「危機意識が薄れてきたのでは」という声も…。
そこで、改めて災害に対する意識を高めるため、社協
の出前講座を活用して、今回災害対策の講座（懇談会）
を開催しました。

災害を具体的に想定
当日は、自治会、災害対策部、住民 35 名が参加。
阪神・淡路大震災の DVD を見て被災イメージを共有
した後、参加者 5～6 名に分かれ、グループごとに意
見交換を行いました。
“いざ災害が起きた時、どのよう
なことが起きるのか？”
“どんな困りごとがあるのか？”
具体的にイメージするため、災害状況も具体的に想定
しました。
今回の想定は、
「東京湾北部を震源地とする首都直下
地震」「震度 7」「発災時刻は冬の夕方 6 時」「風速 8
メートル」。発災直後（夕方 6 時）、発災 1 時間後（夜 7 時）、発災 6 時間後（深夜 0 時）
の 3 つの時間帯で何が起こるか時系列で想定し、それに対して今できることを話し合いま
した。参加者からは「家具転倒を防止する」
「窓ガラスに飛散フィルムを貼る」といった防
災対策から、
「いざ災害が起きても平常心を保つ」といった発災時の心構え、また「日頃か
ら物を整理しておく」など今からできることなど具体的なアイデアが次々と出ました。今
回の講座を活かして、10 月 17 日（土）に防災訓練を行う予定です。
取 材 日

平成 27 年 9 月 6 日（日）

活動主体

興野町住宅自治会 災害対策部

参加者数

35 名

取材メモ

参加者の方々の災害への危機意識が高まったと同時に、住民同士のコミュ
ニケーションの場にもなった様子。
「顔がわかれば声かけできる」
「各棟に
2 人くらい世話人さんが必要」といった感想もみられ、今後に繋がる講座
になりました。こうした活動を続け、広げていくことが災害を始め様々な
問題の対策になると思いました。

取 材 者

高井理紗（社協・第 4 グループ）

従事職員
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【中央本町】

さらに高齢者にとって優しい悠々館へ
足立区の福祉サービスのクイズに挑戦！
8 月 27 日、庁舎ホールにて住区センター従
事者研修が行われました。
午後の第一部は、基幹地域包括支援センター
より足立区の高齢者を取り巻く現状、介護保険
サービスと介護保険外サービスをクイズ形式で
お話をしました。区の多くの高齢者が日々、悠々
館で活動を行っていますが、悠々館の職員は高
齢者の心身や生活の変化に一早く気付いたり、
高齢者の最初の相談先となることがあります。
地域包括支援センターではこうした勉強会は大
変心強く、今後連携をとれるようにしたいと受講者へお伝えました。

認知症の方にも優しい住区センターを目指して
午後の第二部では、地域包括支援センター西
新井の平野氏より認知症サポーター養成講座が
ありました。そもそも「認知症」とは何なのか、
また認知症が疑われる方の対応をビデオを見な
がら学びました。平野氏からは「認知症の方が安
心できると感じるのは、ゆったりとしたペースで
にこやかで優しくて温かくて癒される雰囲気を
もった人」という言葉がありました。講座の最後
には参加者全員にオレンジリングが手渡されま
した。
取 材 日

平成 27 年８月 27 日（木）

活動主体

悠々館従事者

参加者数

91 名

取材メモ

今回の住区センター従事者研修は介護サービスや認知症の理解をさらに
深める研修でした。この研修により支援を早期に考えることができる高齢
者も増えるのではないでしょうか。また高齢者が悠々館で永く生き生きと
活動していただくために、今まで以上に悠々館と地域包括支援センターが
連携していくことが大切だと感じました。

取 材 者

川畑彩（社協・地域福祉課）

従事職員
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【新田】

団地における見守りをより強くするために
高齢化が進む団地での取り組み
新田一丁目アパート自治会では、一昨年より団地
内の見守りの情報について、関係機関で定期的に情
報交換・共有していく取り組みを行っています。団
地に住む高齢者の見守り情報を、自治会、民生・児
童委員、地域包括支援センターで共有しながら、地
域包括支援センターが必要なサービスにつなげた
り、自治会や民生・児童委員により緩やかな見守り
をしています。
かねてから自治会の鈴木会長は、「地域のことは
地域で守ることが必要です。この情報交換を通じて、その気持ちが更に高まっています。今後
も孤立しない地域を目指していきます」と話しています。しかし、自治会役員だけで担ってい
くにはどうしても限界があります。

自分の住む地域を自分たちで守っていくために
そこで今回、住民の皆さんに、高齢者の総合相
談窓口である地域包括支援センターの役割を知っ
てもらおうと、鈴木会長からの依頼で住民向けに
出前講座を行いました。地域包括支援センターと
いう窓口があることを知っていた住民は数名程度。
鈴木会長は「相談に乗ってくれる窓口が近くに
あるということが、わかっていただけたと思いま
す。直接電話しづらければ私に連絡してください」
と、自治会役員を含めた住民全体で団結・協力し
て、見守り活動をしていく意欲を高めていらっしゃいました。
取 材 日

平成 27 年 9 月 26 日（土）

活動主体

新田一丁目アパート自治会

参加者数

93 名

取材メモ

住民全体で、自分の地域を守っていく意識を高めていくこと、とても大切
なことです。会長からさっそく、次の総会で「認知症への理解」について
話してほしいと依頼がありました。意識を高めていくためにも、ぜひ社協
を活用してください！

取 材 者

山本武史（社協・第５グループ）

従事職員
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【入谷】

絆のあんしん協力員とケアマネジャーの交流会
足立区の高齢者サービスを共に学ぼう！
９月 15 日に地域包括支援センター入谷で開
催された絆のあんしんネットワーク連絡会。今
回は、絆のあんしん協力員とケアマネジャーが
お互いの役割を知ることで、地域での見守りや
連携を取ることを目的として開催しました。ま
た区の福祉サービスの紹介があり、その後絆の
あんしん協力員、専門相談協力員とケアマネジ
ャーの交流会を行いました。

お互いの役割や活動を情報交換！
交流会では高齢者支援について活発に質問が
出ていました。交流会の終わりに、絆のあんしん
協力員は「見守りをしている方に、介護保険サー
ビスの相談を包括やケアマネジャーにするよう
に勧めたい」と話されていました。またケアマネ
ジャーは「介護保険サービスでの支援を拒否され
る方も、絆のあんしん協力員とチームを組むこと
で見守り支援ができる」と次につながる意見が出
ていました。
取 材 日

平成 27 年 9 月 15 日（火）

活動主体

地域包括支援センター入谷／絆のあんしんネットワーク連絡会

参加者数

39 名

取材メモ

高齢者が安心して生活を送るためには、専門的なケアマネジメントと地域
での見守り、双方が欠かせません。今回の絆のあんしん連絡会で足立区の
高齢者を支えるネットワークがより強くなったのではないでしょうか。時
間が足りないほど活発に意見を交わされる参加者の皆さんの様子を職員
一同嬉しく、心強く感じました。

取 材 者

川畑彩（社協・地域福祉課）

従事職員
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【梅島】

みずほ銀行足立支店が認知症の理解を！
「まち」にやさしい銀行を目指して！
みずほ銀行足立支店は、誰もが利用しやすく、
親しみやすい店舗を目指すため「認知症サポータ
ー講座」を受講されました。業務終了後の開催と
なりましたが、たくさんの行員の方々に参加いた
だきました。
講義では、認知症のお客さまがＡＴM の操作
で戸惑う事例や頻繁に通帳を紛失してしまう事
例をビデオで見ていただいた上で、銀行員として
取るべき対応とは何かを考えていただきました。
受講者の方からは、「ゆっくりと話しかけ、急がせないようにしたい」「笑顔を心掛け、
お客さまに安心して利用できるように接していきたい」といった声があがりました。

「認知症は病気であること」を理解！
認知症の方への対応で大切なのは、認知症を理解することと、３つの対応（※印参照）
を心掛けることを学んでいただきました。
今回の講座の受講を企画された、お客さまサービ
ス課の金綱さんからは、「『アルツハイマー型認知症
※認知症の人への対応の心得
とは・・・、認知症の中核症状とは・・・』と症状
1 驚かせない
を詳しく理解することも大事ですが、
『認知症は病気
2 急がせない
であること』を認識することが最も大事であること
3 自尊心を傷つけない
がよくわかりました」との感想をいただきました。

取 材 日

平成 27 年 9 月 10 日（木）

活動主体

みずほ銀行

参加者数

27 名

取材メモ

金融機関は多くの高齢者が利用する場所です。このように認知症の理解が
深まると認知症の人の早期発見にもつながり、足立区がより住みやすい地
域になるのではないかと強く感じました。今回は行員の皆様の笑顔がとて
も印象的でありました。

取 材 者

結城宣博（社協・地域福祉課）

足立支店
従事職員
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【花畑】

われらのまちで、生きがいを探求
「セカンドライフ充実セミナー 生きがい発見の方法」を開催
あらためて、
「わがまち あだち」を知る
この講座は、シニア世代の受講者が「地元で」充
実した第二の人生を送るために、地域の社会資源や
活動の場を学ぶことを趣旨に開講したものです。
第二の人生をいきいきと過ごしたい！…そんな
受講者が集まり、会場はとてもにぎやか。わがまち
あだちの地域性や歴史的背景を学びつつ、受講者の
皆さんの地元にまつわる思い出について、それぞれ
が語る場面もありました。

花畑エリアの活動が一覧で：「こんなに地域活動の場所があるなんて！」
講座では受講者が活動できる場をまとめた
「花畑地区の地域活動リスト」を配布しまし
た。これは学習センター、包括、社協の三者
が協力して、地域のサロン「絆はなはた」な
ど、熟年世代向けの活動機会 50 項目をまと
めた冊子です。
受講者はリストの中から自分が活動したい
と思う場所を選び、動機や今後の意気込みに
ついて意見交換をしました。
「地元でどんな活
動拠点があるのか知らなかったので、地域を
知る良いきっかけになった」など、前向きな意見が多く、熟年パワーが感じられました。
取 材 日

平成 27 年 11 月 11 日（水）

活動主体

花畑地域学習センター（学習センター）、
地域包括支援センターはなはた（包括）、足立区社会福祉協議会（社協）

参加者数

28 名

取材メモ

皆さん、充実したセカンドライフに向けてスタート準備ができたようで
す。今回の受講者のような地域活動に対して前向きな層は、地域全体が活
性化する原動力としても期待できるように感じました。

取 材 者

東瑞恵（社協・第７グループ）

従事職員
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【日ノ出町】

まちのできごと、住民の言葉で伝えます
「ささえあいリポーター」 トライアル（試行）実施
講座を対象に、リポートを作成
現在、社協では、住民の皆さんに「さ
さえあいリポーター」となっていただ
き、地域活動の情報発信を行っていく
仕組みを検討中です。
そこで、社協の福祉総合講座「ここ
あだちカレッジ」を履修した区民の皆
さんを対象に、トライアル実施の協力
者を募ったところ、6 名の手があがり
ました。
トライアル実施の取材対象は、ここ
あだちカレッジの講座としました。

写真はもっと寄って、ニコッと笑顔で
全講座が終了した後、意見交換会を開催。
最終的に協力者が作成した 3 本のリポー
トを手元に、改善点を検討いただきました。
「写真はもっと寄って、ニコッと笑顔が
いいよ」「文字が多いので読みにくい。ハ
ートの型で写真を切り取ったり、もっと自
由で良いのでは？」などのご意見をいただ
きました。
懇談の中では「今度は外に飛び出して地
域を実際に取材してみよう」というアイデ
アも。今後が楽しみな会合になりました。
取 材 日

平成 27 年 10 月 5 日（月）～12 月 10 日（木）

活動主体

ここあだちカレッジ履修生

参加者数

6名

取材メモ

率直なご意見をたくさんいただいき、有意義な意見交換会でした。いただ
いたご意見をもとに今後のささえあいブログの改善を図っていきます。ま
た、トライアルで作成いただいた協力者のリポートは順次、このブログに
掲載していきますのでお楽しみに。

取 材 者

堀崇樹（社協・地域福祉課）

従事職員
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【西保木間】

あだちの魅力再発見ツアー第１弾
出会い・企画のきっかけは
昨年の秋に「ここあだちカレッジ地域福祉活動をはじめよう」の
講座で知り合った仲間 4 人で、西保木間にある縁側カフ
ェ「昭和の家」へ行ってきました。
きっかけは、講座のグループワークで「長年、区内に
住んでいても知らないことが多い」「最近引っ越してき
たので区内のこと知りたい」という意見があり、あだち
の魅力を再発見するためにさっそく行動を開始しまし
た。
あだちの魅力再発見ツアー第 1 弾は、女性にうれしい
スイーツを提供している「縁側カフェ」で、庭園を見な
がら紅茶といちごタルトを食べる美味しい企画となり
ました。

昭和の家で「縁側カフェ」
竹の塚駅から歩くこと 15 分。一角に有形文化財「昭
和の家」があります。昭和 14 年に、墨田区本所から移
転した自動車部品工場と一緒に建てられた住居兼従業
員の厚生施設でした。
ご当主の平田氏に案内していただきながら、玄関脇の
洋館や回り廊下を見学し、生活の知恵が結集したほこり
がたまらない欄間や障子には感心しました。築山が見事
な、さつき・梅・枝垂桜・つばき・紫陽花など次々に花
の咲くお庭も素晴らしく、しばらく見入っていました。
周りに何軒かあった昔ながらの家は都市化の影響を受
け次々に取り壊されて、今では一軒だけになってしまい
ました。平田氏は「維持は大変ですが、来てくれた方が、感激してくれるこの空間、良い
ものは残したい」と話してくださいました。
不定期で、お花見会や読み聞かせなどのイベントも開催しているそうです。カフェは火
曜日から金曜日の 11：30～18：00 まで営業しています。古代布で作られたお雛様の飾
られた客間で、紅茶といちごタルトもおいしくいただき、とっても心が温まった一日にな
り、早くもあだちの魅力再発見ツアー第 2 弾の企画が楽しみになりました。
取 材 日

平成 28 年 2 月 12 日（金）

活動主体

ここあだちカレッジ平成 27 年秋コース卒業生（区民リポーター）

活動概要

地域住民が区内の魅力を発見し、魅力を広める地域福祉活動。

取 材 者

遠藤富美恵、榊原茂代、松嶋節子、森谷聡美（住民）田嶋（地域福祉課）
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【西新井】

第 39 回足立区わんぱく相撲大会
子ども達にスポーツを通して
今回取材した「第 39 回わんぱく相撲足立区大
会」は、快晴に恵まれましたが、前日の天気予報
の降水確率が 50％だったため、場所を「西新井
大師總持寺光明殿」から「西新井第一小学校の体
育館」に変更して行いました。
「わんぱく相撲大会」は 1976 年より子ども
達に心身の鍛錬と健康の増進、地域コミュニティ
の構築を目的に行われるようになりました。
この大会は第 35 回大会から 4 年連続で同じ西
新井地区で実施されています。参加者の理解や地元の西新井大師商栄会や西新井大師の協
力もあり今年の参加者は、幼児から小学校６年生までの子ども達 200 名が参加しました。

RESPECT～互いを思いやる心～
午前中はウォーミングアップを兼ねた練習、午
後から決勝大会が行われました。試合は学年、性
別ごとに実施され、女子も男子も激しい取り組み
を魅せ、会場は盛り上がりました。特に 5～6 年
生の男子の取り組みは、体格も大人顔負けの子も
おり大相撲のような取り組みに観ている親や祖父
母、先生から驚きの声があがるほどでした。
子ども達の応援に来ていた小学校の校長先生に
話を伺うと、わんぱく相撲に参加している親の思
いは、健全育成。取り組み時、取り組み後に礼を行い、互いを思いやる心を学ぶ。このこ
とは取り組みの勝ち負けよりも大事なことだと話してくれました。
取 材 日

平成 27 年５月 24 日（日）

活動主体

公益社団法人東京青年会議所足立区委員会

参加者数

選手 200 名の子ども、親や
祖父母、学校関係者など

取材メモ

わんぱく相撲に子ども達が参加することで、互いを思いやる心や礼節を楽
しみながら学ぶことができるとてもいい機会だと感じました。
今後も、地域の協力団体やボランティアの協力を得て大会が続くことは、
たくさんの子ども達が交流、学ぶ良い機会につながるため毎年大会が続け
ばと思いました。

取 材 者

アルマルカウィ惠子（社協・第４グループ）

従事職員
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【保木間】

竹の塚コミュニティカフェフェスティバル
フラールガーデン東京で、竹の塚コミュニティカフェフェスティバルが開催されました。

いきつけのカフェのある暮らし
２人組の音楽グループ「和音」
（わいん）が
インタビューアーとなって、各出展者の活動
内容が紹介されていました。
心の病を持った仲間が支え合い、地域に理
解の輪を広げるための活動を行う“足立心の
友こむにた”。不登校の子どもたちと親の会
“ほっとカフェ虹”。その他にも「ものづくり」
や趣味の活動を行っている団体の出展も、催
事として盛り上がりをみせており、活き活き
とした印象を受けました。プログラムの合間
には各所で出展者・参加者同士の情報交換が行われ、繋がりが大きくなる様子が見て取れ
ました。

社協ブースでの相談活動
地域福祉活動計画の説明や、居場所づくり
の支援としてふれあいサロンの紹介、出前講
座の PR など、ブースを訪れた参加者に社協
の事業や、活動計画等を案内しました。
「“ふれあいサロン”というネーミングがとて
も良い」
「こういう支援はありがたい」との言
葉をいただくことができました。

取 材 日

平成 27 年 6 月 27 日（土）

活動主体

竹の塚コミュニティカフェフェスティバル実行委員会

参加者数

156 名

取材メモ

参加団体は多様性に富んでおり、非常に活気のあるフェスになっていまし
た。それぞれ違ったアプローチではありますが、居場所づくりという点で
同じ目的を持ち、一体感のある催しでした。各団体との繋がりを発展させ
ていくための支援を行っていきたいと、モチベーションが上がった新任職
員でした。

取 材 者

中山勝友（社協・第６グループ）

従事職員
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【梅島】

無限の可能性を秘めたスタートライン（地域福祉懇談会）
熱い想いを持った方々が集結
懇談会に参加したのは、ボランティアやあったかサ
ービスなど、社協の各課事業にご協力いただいている
20 名の方。2 月に「男性の社会参加」「多世代交流
（子どもとの関わり）」についての現状と課題を話し
合いました。今回は「それらの課題解決に向けて何が
できるのか」をテーマにした第 2 回目です。
ボランティアグループ COCOR♡の柳川さんから
体験談やメッセージを伺ったのち、4 つのグループ
に分かれて話し合いを行いました。

「自分達の得意なことを活かし、で
きないことはお互いに補えば大きな
力になります！」（柳川さん）

必要なのは「たまり場」
・・・そして「麻雀」？
「多世代交流」では、地域で子どもを見てあげられ
る「たまり場」を作りたい、昭和のおかずや季節行事
などの伝承を活かせないか、というアイデアが。
「男性の社会参加」では、引きこもりがちな男性を
引き出すのに最も有効なのは「声かけ」。そして参加
したいと思わせるためにも「麻雀」サロンをぜひやり
たい、との声が。その麻雀の意見を受けて、「子ども
向けのドンジャラ（注 1）だったら多世代交流として
一緒に楽しめるのではないか」といった意見も出てく
るなど、最後の最後まで話が尽きることなく、そして
実際の活動がすぐにでも生まれそうな活気溢れる懇談
会となりました。
注１・麻雀牌のデザインがアニメのキャラクターなどになっている子ども向けの麻雀風ゲーム）

取 材 日

平成 27 年 7 月 28 日（火）

活動主体

社協（第 3 グループ）、地域住民

参加者数

20 名

取材メモ

夕方のお忙しい時間帯にもかかわらず、たくさんの方に参加していただき
ました。盛り上がり過ぎて時間が足りなくなったという運営上の反省点も
ありましたが、今後も継続的に話し合いの場を設け、参加者の皆さんの想
いを具体化するお手伝いをしていきたいと考えています。

取 材 者

髙橋俊哉（社協・第 3 グループ）

従事職員
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【梅島】

みんな集まれ！地域・避難者交流イベント
懐かしの唱歌を一緒に
東日本大震災の影響で区内に避難している方
と地域住民との交流会を行いました。
当日は区内避難者 8 名、地域住民 13 名、イベ
ント協力者 2 名が参加してくれました。
第 1 部は、「千代田セレモニー」の職員による
キーボード伴奏で懐かしい歌謡曲や唱歌を歌い
ました。避難者の方々と地域住民が一緒になって
楽しく歌い、司会者が当時の時代背景などを説明
すると、
「そうだったわね。」等と頷きあいながら
話していました。

「よ、待ってました」梅島寄席！
第 2 部は、梅島寄席と銘打って区内出身、在住の「林家たけ平」さんに落語をお願いし
ました。落語を生で聞くのは初めてと話していた方もいましたが、林家さんの絶妙な噺（は
なし）に皆さん引き込まれて大爆笑でした。「話し方がとてもいい」「すごく面白かった」
と大評判で、最後はサイン会になり、皆さん大変喜んでいました。

取 材 日

平成 27 年 8 月 23 日（日）

活動主体

社協

参加者数

23 名

取材メモ

今回の交流会では、参加者みんなで大きな声で歌を歌い、楽しい落語を聞
いて大いに笑うことができました。とても心と体に良いイベントになった
と思います。協力を頂いた千代田セレモニーの皆様、林家たけ平様、参加
してくれた皆様本当にありがとうございました。

取 材 者

田嶋亮太郎（社協・地域福祉課）

従事職員
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【南花畑】

デイサービスを活用したふれあいサロン
きっかけは、
「絆のあんしん連絡会」
「きららおしゃべりサロン」は、毎月第二日曜
日にサービス付き高齢者住宅に併設した「きら
らデイサービス花畑」で行われるふれあいサロ
ンです。
デイサービスでサロンを開催するようになっ
たきっかけは、主催者の本郷民生・児童委員が
地域包括支援センターの「絆のあんしん連絡会」
で「サロンを開く適当な場所がない」という話
をしたところ、絆のあんしん協力員できららデ
イサービス花畑の管理者である木野本さんより、
「日曜日は定休日なので良かったら使ってください」という申し出があったことでした。
こうして、平成 27 年 5 月にサロンが立ち上がりました。

お茶とお菓子で楽しくおしゃべり
取材に伺ったのは、第 2 回目の 6 月。この日
の参加者は 8 名、うち３名が男性でした。近所
からお友達同士連れだってくる方、ご夫婦で参
加された方、併設のサービス付き高齢者住宅か
ら車いすで参加する方など様々です。本郷さん
が民生・児童委員として地域を回る際にサロン
の紹介をし、興味を持った方が参加しています。
決められたプログラムは無く、この日は本郷さ
んのお手製ケーキと白玉で一時間半楽しくおし
ゃべりをしました。
取 材 日

平成 27 年 6 月 14 日（日）

活動主体

きららおしゃべりサロン

参加者数

9名

取材メモ

絆のあんしん連絡会でサロンをやりたいという「意欲」とデイサービスの
休日の空きスペースという「資源」がうまくつながり立ち上がったサロン
でした。まだ始めたばかりですが、参加者の方が手編みのコースターを提
供してくれたり、サービス付き高齢者住宅の職員さんが会場設営を手伝っ
てくださったりと温かい雰囲気のあるサロンだと感じました。

取 材 者

花本洋子（社協・第７グループ）

従事職員
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【南花畑】

オレンジカフェ in 六町
頭の体操を入れて、楽しく交流
7 月から毎月 1 日に開催している「オ
レンジカフェ in 六町」
。訪問した日は、
認知症の家族を介護してきたご家族の
方や、近隣の住民、ボランティア、計 7
名が参加しました。
参加者の介護経験をうかがった後、認
知症予防の頭の体操プログラムを体験。
参加者からは「もう少しやったら、もっ
とうまくできるな」の声。“認知症”が
キーワードですが、笑い声のある交流の
場となっていました。

認知症の人や家族を支える場に
この日、お話をしてくださった参加者
は、12 年ほど家族の介護をしています。
「息子の家に行って帰って来れなくなっ
たのが最初。その後、計算ができなくな
り、すべてお札で支払をしたため、小銭
が数万円分たまってしまった」などの経
験をお話くださいました。
全体のコーディネートをした施設長の
荻田さんは、
「怒らないことが大事。怒っ
たら、本人はどんどん萎縮してしまう」
と、認知症の方とのコミュニケーションのポイントを解説しました。
取 材 日

平成 27 年 9 月 1 日（火）

活動主体

日介ケアセンター六町

参加者数

7名

取材メモ

介護保険法の改正で、いま区内では、認知症の方や家族の相談場所となる
「認知症カフェ（オレンジカフェ）」が少しずつ立ち上がっています。立
ち上がったばかりのオレンジカフェ in 六町ですが、リラックスして参加
できる空気が印象的でした。家族介護者を支える居場所づくりの取り組み
が増えていってほしいと思います。

取 材 者

堀崇樹（社協・地域福祉課）

従事職員
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【千住東町】

頭も体もフル回転！カフェで楽しく認知症予防
頭と体の体操で脳が活性化
あいにくの雨でしたが、開始時間には参加者の
皆さんが会場いっぱいに集まっていました。包括
職員の進行で「あづまカフェ」がスタート。
包括職員の声かけに合わせて体操やストレッチ
を行います。指を順番に曲げたり、握った拳の親
指と小指を交互に伸ばしたりする指折り体操では、
皆さん思うように指が動かず、顔を見合わせ爆笑
していました。慣れない動きで脳が活性化される
ので、うまく動かせなくても大丈夫だそうです。
次は、馴染みのある「日暮里」を起点に山手線内回りの駅名を順番に答える「山手線ゲ
ーム」。前半はテンポよく進みましたが、後半は苦戦気味。山手線を思い浮かべながら、駅
にまつわる歌の歌詞やエピソードが飛び交い、楽しみながら頭をフル回転させました。

会場がカフェに早変わり！
ゲームの後はカフェの時間です。コーヒーや昆
布茶などをボランティアさんが席まで届け、会場
がカフェに早変わり。飲み物を手に会話が一層弾
みます。
包括職員やボランティア参加の民生・児童委員、
あんしん協力員の方々が、談笑する参加者の席を
まわりながら、体調などを自然に聴き取っていま
した。
次回開催日の案内後、カフェは終了。すっかり
表情がほころんだ皆さんは「また次回ね」と帰路につかれました。
取 材 日

平成 27 年９月８日（火）

活動主体

あづまカフェ／地域包括支援センター日の出

参加者数

20 名

取材メモ

包括に出向いて相談するのは気が進まない方でも、身近な場所の楽しいカ
フェであれば参加しやすいと思います。今後、高齢化がさらに進み、認知
症の方やその家族が増えて行く中、あづまカフェは地域にとってとても心
強い存在であると感じました。

取 材 者

米村美亜（社協・第１グループ）

従事職員
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【佐野】

カフェを通して地域とのつながりを
元気になれる集いの場 ～For You Cafe～
平成 26 年 3 月に開設された「特養 奉優の
家」の１階に“地域住民の出会い・交流の場”
として「For You Cafe」が同年５月にオー
プンしました。
昼間はコミュニティカフェ、夜は 70 種類以
上のカクテルがあり、ダイニングレストランと
して楽しめます。カフェでは、歌声喫茶・和菓
子教室・ワンコインコンサート・オレンジサロ
ンなど、様々なイベントが毎月開催されていま
す。この日も「お花のリースづくり」のワークショップがカフェの一角で行われました。

新鮮野菜が人気の“さのマルシェ”
地域とのつながりを目的として、毎月１回、
マルシェ（フランス語で市場）を開催してい
ます。活動に賛同している農家・店舗が支援
しています。
この日は、農家から直接仕入れた新鮮野菜、
オーガニック食材、福祉作業所のハンドメイ
ド品の出店がありました。他に移動パン屋さ
んの協力もあるそうです。出店に協力してく
ださる方、趣味で作ったハンドメイド品の販
売をしてくださる方を募集しています。
「For You Cafe」は、地域活動を応援しています。地域活動の場として、サークル
活動の発表の場としての利用も大歓迎です。
取 材 日

平成 27 年８月 13 日（日）

活動主体

For

参加者数

109 名

取材メモ

この地域では、一か所あった喫茶店がなくなってしまい、お茶を楽しむ場
所もなかったそうです。「For You Cafe」ができて良かったと笑顔のお
客様。カフェを通じて地域の輪が広がっています。 個人的には 70 種の
カクテルが気になります・・・

取 材 者

戸谷純代（社協・第 2 グループ）

You

Cafe （社会福祉法人 奉優会 ）
従事職員
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【鹿浜】

買物支援、2015
～新田一丁目アパート自治会とアトリエほっと・しかはまのコラボレーション～
買い物支援のその後・・・
買物支援・見守りイベントは、今では定例化し｢朝
市｣と呼ばれ、毎月第 3 日曜日の自治会の一斉清掃
の後に行われています。
当初は順調に開催されていましたが、途中から八
百屋さんが体調を崩し、参加できなくなりました。
それに代わり今年 2 月からアトリエほっと・しかは
まで作る野菜が販売されています。今回、野菜の売
り上げを鈴木自治会長自ら、桑原施設長に届けると
のことで、その様子を取材させていただきました。

売り上げを手渡す鈴木自治会長（右）

不思議なご縁でつながった取り組み
野菜を売ってくれるところを探している鈴木自治会
長と、野菜を買ってくれるところを探している桑原施
設長。お二人は同じ団地の顔見知りで、自治会の夜の
パトロールで出される豚汁作りに参加していた時、
「う
ちで作った大根を買ってくれないかしら」の桑原施設
長の一言が、
「朝市」へ協力するきっかけとなりました。
｢小松菜、おいしかったわよ｣等、とても喜んでもらえ
取材を受ける
アトリエほっとの皆さん

ていると鈴木自治会長、｢買ってくださる方の顔が見え、
みんなも張り切って作っている｣と桑原施設長。
また、この日、ローカル放送の取材も入り、鈴木自

治会長、桑原施設長へのインタビューも行われました。アトリエほっとのメンバーも、喜
んで買ってくれる人がいることを支えに、今後も野菜づくりをがんばって続けていくとお
っしゃっていました。
取 材 日

平成 27 年 10 月 2 日（金）

活動主体

新田一丁目アパート自治会およびアトリエほっと・しかはま

参加者数

─

従事職員

2名

取材メモ

新田一丁目アパート自治会が始めた買物支援・見守りイベントが、地域の
つながりで発展している様子を伺うことができました。地域の縁は、「自
分の暮らすまちをよくしたい」という気持ちを通じて、自然と広がってい
きます。社協としてもそんな広がりを応援していきます。

取 材 者

飯塚弘子（社協・第５グループ）

※これまでの活動内容は、ささえあいブログ平成 25 年 6 月 11 日号、平成 26 年 12 月 1 日号でご紹介しています。
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【六木】

１０年続ける秘けつ 「サロンぽぷら」
サロンを始めて人生が変わった？！
参加者は、2 部屋を使って大賑わいです。歌
の伴奏は、バイオリン、尺八、三味線、横笛の
カルテット音楽隊です。歌の本も、みんなで作
ったもの。司会進行や世話係も、みんなで行い
ます。
主宰者の粟野さんは、民謡や編み物、絵手紙
教室を行っていて、この時の仲間がサロンでも
大活躍。どうすればいいか相談すると、案を出
してくれて、みんなで決めるそうです。サロン
が終わった後もしゃべりたい人は残って２次
会、その後は飲み会になります。ここに来れば、
楽しく過ごせるから仲間も高齢者も自然と集
まってきます。10 年続くのは、主宰者一人が
抱え込まないで、みんなと一緒に会を進め、こ
だわらず自由に参加できるサロンづくりだか
らこそです。
その粟野さん、昔は人付き合いが苦手で、自
分を人に良く見せようとしていたそうです。今
は亡きご主人から、自然体で、自分の持ってい
るものを出すようにアドバイスを受け、それか
らは不思議と付き合う人と心が通うようにな
り、和やかになりました。関わっていた人たち
は、音楽隊や高齢者へ訪問時に渡すものとして
編み物や絵手紙を作ってくれています。さらに
このサロンでボランティアをしてくれていま
す。今までやってきたことの集大成が、「サロ
ン ぽぷら」なのです。「人と人が繋がる幸せを日々感じます。」と話す粟野さん。新年初
めての活動日、サロンぽぷらは、気持ちを新たにして次の 10 年に向けて進み始めました。
取 材 日

平成 28 年 1 月 13 日（水）

活動主体

サロン

参加者数

45 名

取材メモ

祝 10 年！これからもみんなの拠り所、ぽぷらに期待しています。

取 材 者

宮澤道成（社協・第 2 グループ）

ぽぷら
従事職員
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【中央本町】

力強い認知症サポーターが１３名誕生！！
笑顔、元気、あんしんをお届けします！
ニコニコキッチンさんは、区内の高齢者を中
心にお弁当を配達しているお店です。当日は、
業務終了後に職員 13 名が認知症サポーター講
座に参加され、笑いいっぱいの講義となりまし
た。講義の中で出た「認知症の症状」では、一
つ一つの解説に「自分も当てはまるけど大丈夫
かな？」などの感想がありました。
オレンジリングを付けて「ニコニコ」

老化現象と認知症の違い！！
老 化 現 象
認 知 症
・体験やできごとの一部を忘れるが、ヒン ・体験やできごとのすべてを忘れてしまう
トをもらうと思い出すことが出来る
ため、ヒントがあっても、思い出すこと
・忘れたことを自覚している。
ができない
・人物や時間・場所までわからなくなるこ ・もの忘れをしている自覚がない
とはない。
※ 認知症の症状で心配の方は、かかりつけの医師や地域包括支援センター等にご相談くだ
さい。
取 材 日

平成 27 年 4 月 16 日（木）

活動主体

絆のあんしん協力機関／ニコニコキッチン綾瀬・堀切店

参加者数

13 名

取材メモ

開催後、ニコニコキッチンさんからは「住民にお弁当の
配達を通じて、笑顔と元気を届けたい！」「地域で認知
症の方や心配な人がいた場合は一声かけてみる！」とス
タッフ全員で話していたのが、とても印象的でした。
また、足立区の企業として地域貢献も積極的に協力して
いきたいとのお話を頂きました。足立区を走る黄色い配
食バイクを心強く感じました。

取 材 者

従事職員

結城宣博（社協・地域福祉課）
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【梅島】

地域の皆さんに笑顔を届けるサロン活動
ボランティアを志した住民が主体となって開催
社協が開催している福祉総合講座「ここあ
だちカレッジ」を卒業した５名の方が中心と
なって、基幹地域包括支援センターを会場に
月 2 回開催しています。
「認知症を予防できる活動がしたい」「体
操をしてロコモティブシンドローム(※)を予
防したい」「お話での交流を主体にしたい」
等、それぞれの思いの上に、参加される方の
希望もすり合わせて内容を企画しています。

日頃の活動で、心と体の健康を維持
サロン「春の小川」では、誰とでも交流が
できるように座る席が決まっていません。歌
やお話を通し、「笑うことがいちばん身体に
いい」「日頃から運動するようにしているの
で、大分歩けるようになった」等というお話
が伺えました。あちこちで話の花が咲き、皆
さん終始笑顔で過ごされていました。

※ ロコモティブシンドローム…運動器障害により要介護になるリスクが高い状態のこと。
取 材 日

平成 27 年 6 月 15 日（月）

活動主体

春の小川

参加者数

15 名

取材メモ

取材をお願いすると、私達にまでお茶やお菓子を用意して輪の中に入れて
くださった「春の小川」の皆さん。次回もまた来たいなと思えるような温
かな雰囲気に包まれます。参加者からは「サロンに参加するようになって
から元気になったねと言われるのよ」という声があり、地域の皆さんにと
って元気の源になっているのだなと感じました。

取 材 者

水野里香（社協・第 3 グループ）

従事職員
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【梅島】

これからも担い手として活躍します！！
今までの経験を活かして誰かのために！
足立区シルバー人材センター（以
下、シルバー人材センター）の会員
さんは、ご家庭での家事援助サービ
ス、区報の配布、学校の管理など区
内で従事をされています。
今回は、シルバー人材センターの
西部 2 区の講習会に参加をいたし
ました。
当日は、日曜日にも関わらず 17
名の方が参加をされ、講座を受けて
頂きました。
今回の講習会の内容は「介護保険外高齢者サービス（足立区）」です。
高齢者の介護サービスというと介護保険制度でのサービスがすぐに思い浮かぶと思いま
すが、足立区独自のサービスで介護保険外のサービスもたくさんあります。
いくつかの例をあげると「シルバーカー」の購入費費用助成、紙おむ
つの支給、高齢者住宅改修の費用助成（設備改修（浴槽の取り換えや和
式便器から洋式便器など））があります。特に当日、参加者が興味深く聞
いていたのが、「救急医療情報キット」でした。これは、ご本人のかかり
つけ医や持病など、医療情報を用紙に記入し、専用の容器に入れ冷蔵庫
に保管するものです。
（介護保険外サービスの詳細は最寄りの地域包括支
援センターへお問い合わせください。）
取 材 日

平成 27 年 7 月 19 日（日）

活動主体

足立区シルバー人材センター、西部２区

参加者数

17 名

取材メモ

開催後、今回の講習会を企画された支所委員の勝間さんは、「我々、会員
も高齢者と分類されてしまうが、まだまだサービスを受ける側にではな
く、支援する側でいたい」「このような福祉サービスを勉強することで、
お客様と接する際にアドバイスができるようになりたい」とやる気が満ち
溢れていました。これからも益々、活躍されるシルバーの皆様であると心
強く感じた中年の職員でした（笑）

取 材 者

結城宣博（社協・地域福祉課）

従事職員
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【伊興】

住民と一緒につくるウエルガーデン伊興園の納涼祭
地域に開かれた伊興園の納涼祭
伊興中央町会・伊興町自治会・伊興南町会の
踊り手さんと職員の皆さんが、和太鼓が置かれ
たやぐらを囲んで輪踊り。禧響さんの和太鼓と
鐘に合わせて定番の「東京音頭」やご当地「新
足立音頭」など 17 曲の盆踊りが披露されまし
た。
会場の外には、焼きそばやソフトクリーム等
の模擬店があり、第十四中学校の生徒がボラン
ティアで参加。販売や入居者・お客様へ品物を
届けるお手伝いで活躍していました。

盆踊りで地域を盛り上げます！
「納涼祭では、近隣町会・自治会の踊り手さ
んがボランティア参加し、入所者の皆さんに夏
祭りの賑わいを提供してきました。入所者の方
に喜んでもらいたいと考え、3 年前から職員も
盆踊りに参加しています。」と杉本施設長。
納涼祭で職員が盆踊りを踊れるように一ヶ
月前から練習を開始。毎年、伊興中央町会の田
中先生（下の写真、前列、左から 2 番目）が、
施設に来て指導されています。練習では、1 時
間で 5 曲程度の踊りを丁寧に指導され、施設長や職員の皆さんも汗をかきながら練習に励
みました。
入所者、ご家族を中心に地域のボランティアや職員が皆で協力して催される納涼祭は地
域の皆さんの交流と活躍の場となっています。
取 材 日

平成 27 年 8 月 2 日（日）

活動主体

ウエルガーデン伊興園、近隣町会・自治会の踊り手、第十四中学校ボラン
ティア・禧響（ききょう）
・津軽三味線つがる会の皆さん、他ボランティア

参加者数

約 300 名

取材メモ

3 町会の踊り手さんたちは、他の町会の夏祭りなどをいくつも掛け持ちで
まわり、地域の盆踊りを盛り上げ、踊りを地域に引き継ぐ役割を担ってい
ます。伊興園職員の皆さんも入所者や家族、地域の方と一体化して生き生
きしている姿が印象に残りました。

取 材 者

斎藤勝代（社協・第 6 グループ）

従事職員
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【鹿浜】

災害に備えて！わいわいキャンプ
大学生から子ども達に！
8 月 22 日、23 日の 2 日間にわたって都市農業公
園で、昨年に続いて 2 回目の「わいわいキャンプ」
を行いました。参加者は、「あだち広報」で小学校 2
年生から中学校 2 年生までを募り、災害時に役立つ
知識を楽しく学ぶことを目的に行いました。
1 日目は、テント張り体験から公園全体をフィール
ドにした班行動でのレクリエーション、ジャガイモの
皮むきなど、参加した子どもたちが主体的に取り組め
る活動を行いました。
スタッフは、東京未来大学と帝京科学大学看護学科
の学生です。今年から帝京科学大学看護学科の学生が参加したことで、昨年度以上に健康
面に気を配ることができました。

防災のことを楽しく学ぼう！
2日目は、ゲーム感覚で家の見（間）取り図を見な
がら、被災した場合を想定して危険個所や逃げ道の
確保について話し合う災害図上訓練(DIG)や、防災マ
ップを見ながら公園周辺を散策し、消火器の位置を
確認して自己救済の意識を高めました。その後、防
災落語を古今亭駿菊さんに噺てもらい楽しい時間を
過ごしました。

取 材 日

平成 27 年 8 月 22 日(土)～23 日(日)

活動主体

東京未来大学 ADA サークル※(帝京科学大学含む)、都市農業公園

参加者数

こども 11 名、こどもの親 1
名、スタッフ 30 名

取材メモ

子どもたちにとってもスタッフにとっても、あっという間の 2 日間でし
た。子どもたちに感想を聞くと笑顔で「楽しかった」と言ってくれてとて
も充実した２日間でした。少しでも防災への興味を持ち、今日学んだ体験
を家族と共有してくれたら幸いです。
最後に、ご協力くださった団体の皆様、参加していただいた子どもたち、
ご家族の皆様、本当にありがとうございました。

取 材 者

山下博士（住民・ADA 地域リポーター）

従事職員

2名

※ADA ｻｰｸﾙ：
【Adachi Disaster Association】東京未来大学の「防災」をテーマに活動しているｻｰｸﾙ
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【梅島】

スタッフも参加者もみんなが主役！
ボランティアスタッフ協力の元
11 月 4 日（水）地域のボランティアスタ
ッフ協力の元、
「ご近所サロンふれんど」がプ
レオープンしました。オープン当日は、初日
ということもありボランティアスタッフが慣
れない中、9 名の参加者に「おいしいコーヒ
やお茶を」配膳している姿が特に印象的でし
た。
またスタッフから編み物を教えてもらう参
加者や「らくらく体操あだち」のＤＶＤで脳
トレをして介護予防に励む参加者など、それ
ぞれが自身に合う活動をしていました。最後は、参加者みんなで電子ピアノの伴奏で懐か
しの唱歌を歌い楽しい時間を過ごしました。

地域に支えられて
「ご近所サロンふれんど」は、オープンす
るまでに多くの方の協力がありました。会場
の提供、内装の張替、住宅改修、掃除により
参加者が安心して参加できる環境が整いまし
た。
ボランティアスタッフとして活動している
オレンジのエプロンをしているメンバーは、
ここあだちカレッジ 27 年春コースを卒業し
た方や絆のあんしん協力員です。たくさんの
人に支えられ、完成した地域の居場所、ぜひ
一度足を運んでいただきたいです。
※ここあだちカレッジは、足立社協の地域福祉を学ぶ講座です。年 2 回（春、秋）開講し
ています。詳細は、足立区総合ボランティアセンターまでお問合わせください。
取 材 日

平成 27 年 11 月 4 日（水）

活動主体

ご近所サロンふれんど／基幹地域包括支援センター

参加者数

地域ボランティア 7 名、参
加者 9 名、職員 7 名

取材メモ

元スナックの空き店舗を活用した地域の居場所、スナックに行ったことも
ない人も昔よく通った人もぜひ居心地の良さを体感しに来てもらいたい
です。

取 材 者

田嶋亮太郎（社協・地域福祉課）

従事職員
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【日ノ出町】

車いす体験講座
障がい者の方や高齢者には不可欠の車いす。でも利用する人の気持ちはどうなのでしょ
う？そこで今回はここあだちカレッジ 2015 秋で車いすを利用する側、介助する側を体験
して学びました。

福祉サービスの現状と車いす
講座前半は、介護福祉士の佐藤さんより
福祉サービスの現状と、利用者のニーズや
心理、また介助する側の注意点をお話しい
ただきました。後半は実際に車いすを使い、
二人一組で利用者と介助者をそれぞれ体験
しました。車いす初体験の参加者がほとん
どだったので、歩道の切れ目や傾斜、すれ
違う人や自転車など思いがけない危険や恐
怖があることに気づき、驚きました。

実体験してわかる実情
車いす体験は、構造や乗り降りなど講師
の丁寧な説明を受けて、皆さん恐るおそる
出発。ほんの少しの段差や傾斜に苦労した
り、美観のためのレンガ道がとてもガタガ
タすることに気づきました。体験終了後は
参加者同士で「車いすからの目線だと自転
車や車の圧迫感が怖い」
「ゆっくり進んでほ
しいとか止まってほしいとか利用者が安心
して利用するためには介助者との信頼関係
が大切」などの感想を話し合いました。
取 材 日

平成 27 年 11 月 5 日（木）

活動主体

ここあだちカレッジ受講生

参加者数

11 名

取材メモ

福祉サービスが充実してきたとはいえ、車いすでの移動にはまだまだ不便
なことが多いことがわかりました。誰もが充実した社会生活を送れるよう
になるためには、「困ったときの手助け」などちょっとした配慮が重要だ
と感じました。

取 材 者

遠藤富美恵（住民・ここあだちカレッジ受講生）

従事職員
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【日ノ出町】

体験しよう！手話コミュニケーション
ここあだちカレッジ 2015 秋で聞こえない方との簡単な手話表現を学び、コミュニケー
ションの方法を体験しました。

聴覚障がい者の生活の実態を知りました
聴覚障がい者の日常は、玄関のベルや待合室等
の呼出しだけでなく、非常時の伝達も十分にとど
かず、大事件に発展する恐れがあります。今日、
携帯電話やパソコンの利用で改善されたとはい
え、万全ではありません。非礼とされていた人を
指さす行為は重要な意思の伝達行為であり、手話
となっています。講師の「身ぶり言語」空中に書
く「空書き」や「指文字」を大ぶりな動作と発声
で、更に通訳の適切な解説で楽しく学びました。

手話の基本を学び、自己紹介など体験しました
初めて体験する手話はまず講師が空中に書い
たバナナの文字に一声に大きな声があがりまし
た。犬、相撲、サッカー等、返答する度、大きな
笑い声があがりました。
次に挨拶と自己紹介、自分の名字を指文字で教
わり、いよいよ実践。２人一組で行いました。知
らない事を知る喜びは何事にも勝る楽しみです。
「お困りですか。」
「お手伝いします。」
「一緒に行
きましょう」等の表現も学びました。
取 材 日

平成 27 年 11 月 25 日（水）

活動主体

ここあだちカレッジ受講生

参加者数

15 名

取材メモ

聞こえない方が日常体験されている苦渋は想像以上のものと知りました。
聴覚障がい者は外見では分りません。緊急時を考え、常時聞こえない旨の
ワッペンをつける事は必要ではと思いました。しかし何より大切なことは
思いやりの気持、相互扶助の大切さを痛感しました。喜びを表す拍手は、
彼らは両手を上げてきらきらさせるのが常套の手段と知りました。

取 材 者

前川美雪（住民・ここあだちカレッジ受講生）

従事職員
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【綾瀬】

「遊び」を支援する取り組み
子どもたち自身が「遊び」たくなる場
「自分の責任で自由に遊ぶ」ことを基本とした「プレー
パーク（冒険遊び場）」が綾南公園（綾瀬 2 丁目）で 2 か
月に一度、開催されています。そこでは、手作りハンモッ
クや空中ブランコ、ジャンボシャボン玉、廃材での工作な
ど、子どもたちが「五感」を使って、自分らしく、思いっ
きり、自由に遊ぶことができます。
この活動は、1992 年度の足立区区政モニター卒業生の
有志が、「子どもたちをもっとのびのび遊ばせてあげたい」
という想いから、1994 年 12 月に「足立に冒険遊び場を
つくる会」を発足して以来、20 年以上続く地域に根ざした
活動です。

自由な「遊び」のなかで
この冒険遊び場では、子どもたちが自由に楽
しく遊ぶために「禁止事項」は特別設けられて
いません。「自由に来て」、「自由に遊び」、「自
由に帰る」といった自分のペースで遊ぶことが
できます。そんな「遊び」のなかでも、一緒に
遊んだり、譲り合ったりする光景を垣間見るこ
とが出来、あたたかな気分になります。
現在、足立に冒険遊び場をつくる会では、一
緒に活動して下さるスタッフを募集していま
す。

取 材 日

平成 28 年 1 月 17 日（日）

活動主体

足立に冒険遊び場をつくる会

参加者数

13 名

取材メモ

「遊び」を取り巻く環境は、大きく変化していますが、社会性を身に付け
るには、野外での遊びのなかで「自然」に触れ、さまざまな「人」と関わ
りをもつことの大切さを改めて実感しました。

取 材 者

宮澤道成・高橋祐治・川畑彩（社協・第２グループ）

従事職員
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【梅田】

～ 地域を支え、支えられた 5 年の軌跡 ～

「梅田通あった会」見守り活動報告会
発足から５年を迎えた地域の見守り活動
「梅田通あった会」は、平成 23 年 2 月に地域の高齢者の
見守りを目的に発足しました。
この会は、町会や民生・児童委員、老人クラブ、絆のあん
しん協力員が参加して、75 歳以上の一人暮らし高齢者の訪問
リスト・マップを作成し、年 2 回の地域パトロールと合わせ
て個別訪問を継続して行ってきました。
今年、発足から 5 年を迎え、さらに活動が広がるよう、2
月 14 日に「見守り活動報告会」が開催されました。

「戸惑い」から「やりがい」「いきがい」に
報告会の第 1 部は、会の代表 3 名が寸劇で毎
月の活動状況や年 2 回のパトロールの様子を、
分かりやすく伝えていました。活動当初は、何を
どうすればという戸惑いから、徐々に訪問活動が
「やりがい」や「いきがい」につながったこと、
そして「老いることは誰でも見守りされる側にな
る」という言葉がとても印象的でした。
第 2 部では、木遣、合唱、フラダンス、マジ
ックショー、社協の寸劇、落語、防犯講座があり、
楽しくためになる催しが続きました。最後に、音楽グループ「めぐスリー」による懐かし
の唱歌や、地域のつながりの大切さを歌った「隣組」を参加者全員で大合唱しました。
参加者から「とても楽しかった」という声が多くあり、関係者は「地域の理解がさらに
進むよう、これからも活動を充実していく」と意気込みを見せていました。
取 材 日

平成 28 年 2 月 14 日（日）午後 1 時 30 分～午後 4 時 30 分

活動主体

梅田通町会、梅田通町寿会、梅田区民事務所、梅田地域学習センター、
西新井警察署ふれあいポリス、地域包括支援センター関原、足立区社会福
祉協議会

参加者数

180 名

取材メモ

地域の見守り活動の先駆けとして、「梅田通あった会」の今後の活躍にま
すます期待しています。

取 材 者

鈴木香世・福田祐子（社協・第 3 グループ）

従事職員
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【青井】

地域で働くために
青井地区にカフェ開店
平成 27 年３月にオープンした「コワン・ド・あおい」は
つくばエクスプレスの青井駅から徒歩４分の所にあります。
さくら会の渕脇理事長から、高次脳機能障がいの人たちが、
働ける場所はないか探していた時、「この地域には、集まる
場所や気軽にお茶ができる場所がない」という声を聞いたこ
とがきっかけでカフェを作る決意をしたと話がありました。
「コワン・ド・あおい」とは、
「一角にある」
「角地」とい
う意味があります。障がいのある人たちが、地域の片隅でも
いいので、その地域に貢献されるだけでなく貢献する側とし
て、しっかり根をおろしていける場所になって欲しいという
思いを込めて名付けました。

「コワン・ド・あおい」は、こんなところ・・
店内は、日当りがよく、ランチを食べながら本
を読み、ゆっくり過ごせるカフェになっています。
障がいのある人たちの手作り作品を展示、販売し
ているほか、開店前の掃除・パン作り・ホールで
の仕事などをスタッフと一緒に行っています。
また、高次脳機能障がいの人たちの相談の場と
しても機能しています。地元の常連客もでき、地
域の憩いの場になりつつあるようでした。
是非、足を運んでみませんか？
取 材 日

平成 28 年 1 月 14 日（木）午後２時

活動主体

カフェ＆ベーカリー「コワン・ド・あおい」NPO 法人さくら会

参加者数

8名

取材メモ

スタッフが「パンの技術を学ぶ」といったゼロからの準備をして開店しま
した。23 区で初めての高次脳機能障がいの人たちの就労の場です。ここ
から一人でも多く、一般就労へと羽ばたけるとよいなぁと思いました。

取 材 者

坂田京子・佐藤和子（社協・第７グループ）

従事職員
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※「高次脳機能障害とは、病気や交通事故など、様々な原因によって脳に損傷をきたしたために生ずる、
言語能力や記憶能力、思考能力、空間認知能力などの認知機能や精神機能の障害を指します。
」厚生
労働省「高次脳機能障害者支援の手引き（改訂第 2 版）
」
（平成 20 年 11 月）
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【東伊興】

子育てを「孤育て」にしない
地域に根ざした食堂を
あだち子ども食堂では、子どもを対象とした食堂を運営しています。

子どもの友だちに「今日は食べていきなよ」という感覚で
あだち子ども食堂は、月 2 回、午後 5 時 30
分から 7 時 30 分まで、東伊興住区センターで
開催しています。子ども（高校生まで）は無料、
保護者は 300 円です。この日参加した子ども
は 7 人でしたが、20 人を超える日もあります。
保護者の帰りが遅く、一人で夕飯を食べる子
どもの存在が社会的な問題となるなか、
「子ども
が楽しくワイワイ食べることができる場所があ
な が ば

ったら楽しいね」
（代表の 長場 さん）という気

ひ ろ せ

メンバーの廣瀨さん（左）と、ボランティアセンター
からの紹介で参加した神崎さん（右）

持ちで活動を始めました。

食堂を支える地域の力強い応援団
あだち子ども食堂では、地域の主任児童委員
にも相談し、付近の 5 つの町会・自治会の掲示
板にチラシを掲示してもらっています。住区セ
ンター運営委員長の本田さんも「こういう活動
は応援していきたいね」と目を細めます。
会場の黒板には、食材や活動資金、資金を得
るためのフリーマーケット用物品の寄附者が
張り出されていました。地域の協力をいただき
ながら、地域と一緒に前進していくのが「あだ
ち子ども食堂」流のようです。

に れ い

この日はボランティアの楡井さんも協力参加。
食後の遊びの時間を楽しく過ごしました。

取 材 日

平成 28 年 1 月 14 日（木）

活動主体

あだち子ども食堂

参加者数

7名

取材メモ

「子どもの貧困」や「孤食（一人での食事）」が問題となるなか、区内で
もいくつかの取り組みがスタートしています。あだち子ども食堂は、食堂
事業を結び目として、様々な団体と協力関係をつくっていきます。子ども
の育ちを地域で支えるような、人と地域の関係づくりにも大きな役割を果
たし始めていると感じました。

取 材 者

堀崇樹（社協・地域福祉課）

従事職員
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【西新井】

絵手紙をツールにした孤立防止の取り組み！
ふれあいサロン「絵手紙和の会」の活動
ふれあいサロン「絵手紙和の会」での取り組み
ふれあいサロン「絵手紙和の会」は、地域
包括支援センター西新井の協力のもと、社協
が西新井地区在住の方々とともに平成２５年
６月に発足しました。
当初は、毎月第３金曜日の午後に、絵手紙
協会に所属する講師の田口律子さんやサロン
の代表で民生・児童委員の山崎道子さんが中
心となって活動していました。その後、活動
が軌道に乗ってメンバーが増えたことにより、
現在は「午後の部」に加えて「午前の部」を
新たに設けて活動を続けています。

参加者から活動の担い手に
取材日は、このサロンに参加しているメン
バーが集まりクリスマス会を開催して交流を
深めました。クリスマス会は、サロン代表の
山崎さんや副代表の小口よし子さんの「１年
に 1 回は午前・午後の部メンバー全員で交流
したい」との思いから実現しました。参加者
の中には、トナカイのカチューシャをつけて
楽しむ方もいました。
活動の運営に協力してくれている方からは、
「毎月の参加を楽しみにしている方がいるこ
とを大変嬉しく思います。私自身もできる範囲でお手伝いしながら、楽しんで参加してい
ます」との感想をいただきました。
取 材 日

平成 27 年 12 月 18 日（金）

活動主体

ふれあいサロン「絵手紙和の会」

参加者数

25 名

取材メモ

発足当初、社協がサポートしてきたサロン活動が、今では地域住民主体の
活動となりました。メンバーが活動に参加して絵手紙を作成することが
「居場所づくり」となり、社会的な孤立を防止する地域住民主体の地域福
祉活動につながっていくことを感じました。

取 材 者

垣本善孝（社協・第 4 グループ）

従事職員
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【千住中居町】

チャリティーボウリング！募金総額が 24 万を超える
楽しみながら、地域福祉貢献したい！！
8 月 21 日（金）、足立区介護サービス事業者連絡協議会訪問介護部会は、北千住にある
ボウリング場でチャリティーボウリングを開催しました。
このチャリティーボウリングは、毎年恒例となり、今年で 6 回目とのことです。
今年の参加者は、42 人、とてもにぎやかなボウリング大会となっていました。
普段は高齢者や障がい者の自宅に訪問し、介護や家事援助をしているヘルパーさんたち
ですが、当日は、多くの人がプロボウラ―並みのボールをピンに向かって投じていました。
（中には、ガーターの連発で溝を掃除している人も・・・）
訪問介護部会の部会長であるわかばケ
アセンターの小川さんは、
「いつも現場で
懸命に頑張っている人が、少しでも笑顔
になり楽しんでもらえる事、他の事業者
の職員と顔見知りになる事はとても大切
な事です。なかなか職員同士で、しかも
他の事業者とは、話す機会がありません。
悩みを共有することや様々な介護情報な
どを交換できる良い機会となると思いま
す」と話し、当日はストライクを連発し
訪問介護部会 小川会長（左）と社協 和田部長補佐
ていました。
また、会場には、募金箱が設置され、参加者が積極的に募金して下さる姿が印象的でし
た。募金をされた介護職の方は「楽しい時間を過ごして、募金することで地域福祉への貢
献ができることはうれしいですね。」と話されていました。
取 材 日

平成 27 年 8 月 21 日（金）

活動主体

足立区介護サービス事業者連絡協議会訪問介護部会

参加者数

42 名

取材メモ

訪問介護部会による社協へのチャリティーボウリングでの寄付は、今年で
6 回目となり、寄付金の総額は、247,216 円となりました。今年の募金
箱の金額は、なんと 51,500 円でした。本当に訪問介護部会の皆様、あ
りがとうございました。この寄付金は、足立区の地域福祉活動（高齢者の
見守りや歩行の支援などの事業）に活用されています。チャリティーボウ
リングに参加した社協職員の 2 名は、まったく活躍できず来年のために練
習すると強く誓っていました・・・

取 材 者

結城宣博（社協・地域福祉課）

従事職員
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【千住元町】

認知症の方を地域で支える第一歩
にこちゃん隊、認知症サポーターになる
にこちゃん隊員が、見守りしている中で、認知症高齢者に対応に迷うことがあり、学習
する機会の必要性を感じました。そのため、今回サポーター養成講座を受けることになっ
たそうです。にこちゃん隊は、千住元町町会有志の見守り活動のグループです。見守り活
動に必要な技術や知識を積極的に取り入れているにこちゃん隊ですが、今回は隊員だけで
なく千住元町全体に知ってほしいと呼びかけたところ、76 名の大人数の参加がありまし
た。参加者からは「改めて認知症に向き合うきっかけになった」との声があり、目的は果
たせたのではないでしょうか。

地域の施設と協働
講師は千住元町にある施設「千住桜花苑」の職員さんでした。千住桜
花苑として、何か町会と協働できないかと考えていたところ、にこちゃ
ん隊の隊員の藤田さん、橋本さん、川合さんとお話をしている中で、認
知症サポーター養成講座を合同で実施してみてはどうかという話にな
ったそうです。

取 材 日

平成 27 年 8 月 6 日（木）

活動主体

千住元町町会女性部、にこちゃん隊、千住桜花苑

参加者数

76 名

取材メモ

夜間の開催にも関わらず、76 名もの参加者が集まったというのは驚異
的でした。認知症の方へのサポートについても学び、今後もにこちゃん隊
は飛躍していくと思いますが、 学習と同時に町会全体を巻き込んだ結果
が素晴らしいと感じました。

取 材 者

根本浩典（社協・第 1 グループ）

従事職員
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【六町】

六町駅前がきんちょ食堂
がきんちょ食堂、元気いっぱいに開催！
9 月の「六町駅前がきんちょ食堂」。10 人の
子どもたちが訪れ、にぎやかに開催されました
（今回が 2 回目）。
主催の六町駅前商店会 resk は、平成 26 年 4
月に設立された地域団体です。食堂の名前は、
保塚地域で 10 年以上にわたって「子ども応援
団」として活躍している「がきんちょファミリ
ー」（代表：大山光子氏）からいただきました。
今後も、月に一度（夕方の 5 時～6 時）、商
店会メンバーの飲食店で開催していく予定です。

resk の皆さん。実施後の反省会で

一人でご飯を食べる子どもたちのために
「今、参加してくれている子どもは、自分た
ちの子どもと、その友達が誘われてきている感
じ。ほんとうに来てほしい子どもたちが来てく
れるようになるまで、半年くらいかかるかも」
と話すメンバーですが、
「粘り強く続けたい」と
も話します。
また、
「いずれ将来は、私たちも高齢者。住民
がつながり、集まれる場づくりを自分たちのた
めにも作っていきたいね」と夢は膨らみます。

応援にかけつけた「ほっとサロン・ほつか」の
松井さん(右)とボランティアの生徒(左)

取 材 日

平成 27 年 9 月 16 日（水）

活動主体

六町駅前商店会 resk（レスク）

参加者数

メンバー8 名、子ども 10
名、ボランティア 4 名

取材メモ

子どもの食事環境を社会で支えていこうとする“子ども食堂”の取り組み
が少しずつ広がっています。がきんちょ食堂は、営業中のお店の一角を使
って実施しているところが特徴的ですが、地域、お店、ボランティア、様々
な力を結集した活動だと感じました。住民同士の“つながる”事業に幅広
く取り組む resk に今後も注目したいと思います。

取 材 者

堀崇樹（社協・地域福祉課）

従事職員
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【一ツ家】

みんなで話せば、文殊の知恵が
グループワークで話が盛り上がり！
「何かやりたいのよ！！」
「地域で心配な人がいるけど、どうしたら良いのかしら」と元
気に話していたのが絆のあんしんネットワーク連絡会に参加をした協力員さんです。
地域包括支援センター一ツ家では、2 ヵ月に 1 度、絆のあんしん協力員や民生・児童委
員、関係機関が集まり見守りに関する情報交換や研修会を実施しています。
今回は、
「あんしんして暮らしたい！ 地域が求める高齢者サービス」をテーマに学びま
した。

地域のために、すぐに作戦会議の開催を！
研修会の後半では、「地域が
求める高齢者サービス」につい
て参加者同士でグループワー
クを行いました。
短い時間ではありましたが、
参加者からは様々な立場や視
点での活発な意見が飛び交っ
ていました。
意見の中には、「支援する側
としてサービスが良いだけじ
ゃだめよ。自分が必要
とされるところに行きたい」「訪問時に拒否のある人はいるけど、それに負けちゃだめ！」
などとても心強いものがありました。
研修会の終了にあたって講師から「この瞬間から自分でできることを実践してほしい」
との呼びかけに対して、参加者はすぐさまこれから自分達ができることの作戦会議を開い
ていました。
取 材 日

平成 27 年 9 月 26 日（土）

活動主体

地域包括支援センター一ツ家の絆のあんしんネットワーク連絡会

参加者数

8名

取材メモ

「自助・公助・共助」・・・災害時や水害など有事の際には特に自助と共
助が大切であると聞きますね。最近はもう一つ「近助」というキーワード
が出てきました。いざという時の「近所」の助けは心強い。今回の参加さ
れた協力員達がいる足立区は、やっぱり「すばらしい！」と心から思いま
した。

取 材 者

結城宣博（社協・地域福祉課）

従事職員
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1名

テーマ：解決する

【皿沼】

これからの自身と地域のために・・・
ご自身と地域の老い支度を考える
絆のあんしんネットワークでは日ごろか
ら、地域の高齢者の見守り等を行っています。
今回は、その連絡会の様子を取材しました。
当日はこのリポートの取材者でもある阿部
の講座を受けていただきました（笑）。

今回の連絡会のテーマは「賢い老い支度」
最近ではよく「終活（しゅうかつ）」という言葉が聞かれるようになりました。しかし、
何をどうしたらいいのかわからないという言葉をよく聞きます。それを具体的な事例を交
えながらお伝えさせていただきました。老い支度の基本は「元気な今のうちに決めておく」
です。しかし、一方で支度が出来ないまま、判断能力が低下してくることもままあります。
そういった時に本人が助けを求めることができる場合は良いですが、そうではないとき
には地域の方の見守りや気づきがとても重要になる、という事も併せてお話しさせていた
だきました。講義の終わりには「地域福祉権利擁護事業」や「成年後見制度」の説明をし
ました。皆さん真剣な面持ちで話に耳を傾けるともに、講義後にはグループでの話し合い
を行い、情報の交換や講義の感想等を話されていました。
取 材 日

平成 27 年 9 月 28 日（月）

活動主体

地域包括支援センター鹿浜／絆のあんしんネットワーク連絡会

参加者数

22 名

取材メモ

連絡会後のアンケートには「漠然と考えていたが、元気なうちに自分で準
備しておく必要があることが分かった」「子どもにエンディングノートを
書いてほしいと言われ『何？』と思ったがもう一度話してみたい」等、前
向きな回答をいただきました。
連絡会後、参加者のお話を伺うと「老い支度が必要な地域の方の顔が浮か
んできた」「支援者としても自分自身としても、老い支度は身近なことと
して考えていきたい」と話していただきました。地域と自分、どちらも大
切にしていきたいという話を伺うことができて、講師としても取材者とし
てもとてもうれしかったです。

取 材 者

阿部耕平（社協・第 5 グループ）

従事職員
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1名

テーマ：解決する

【保塚町】

子どもの居場所づくり
多世代で休める居場所を
「20 年前、地域の子供会の延長から、行き場を失った子
ども達に何かできないかと自宅を開放したことがきっかけ」
と語る“がきんちょファミリー”代表の大山氏。現在は、保
塚地域学習センターにて、毎月第 3 日曜、子どもの居場所
「青少年の居場所ほつか」として活動を継続しています。
取材当日はシルバーウィーク中にも関わらず、集まってい
たのは 30 名を超える子ども達。主に地域の小中学生で、中
には障がいを持つ子も数名おられました。
この活動を支えているのは、ここを巣立ち大人になった子
ども達も含むボランティアの方々。食事やお菓子の提供のほ
とんどがボランティアで賄われています。

自由な居場所の中で ～子どもの縦のつながりへ～

《教養室（談話室）の様子》

この居場所では、プログラムも決まり事も
ありません。そのため、子ども達は自由に、
映画観賞の部屋、パソコンと wii（ウィー）の
部屋、教養室の間を、自由に行き来し遊んで
いました。見ていると大きなお兄さんやお姉
さんが小さい子の面倒を見ており、ゲームの
順番決めなども子ども達なりのルールを決め
て遊ぶなど、自然な子ども社会ができていま
した。

取 材 日

平成 27 年９月 21 日（日）

活動主体

“がきんちょファミリー”

参加者数

30～40 名

取材メモ

当日、ボランティアさんの一人が「子どもは、お腹一杯になれば勝手に出
ていき、お腹が空けばまた戻ってくる。子どもはそれでいいのよ」とおっ
しゃっておられたのが印象的です。そもそも“子どもは自由奔放なもの”。
大人目線ではなく子供目線での居場所だからこそ、子どもが集まり長く継
続できているコツなのかも知れません。

取 材 者

橋本孝子（社協・第７グループ）

従事職員

2名

※平成 28 年 4 月から、第 4 日曜日も開催しています。時間は 10 時～17 時です。
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【東保木間】

孤立ゼロ！ひまわり会のささえあい！
ひまわり会は孤立ゼロプロジェクトの悉皆調査をきっかけに自主的に立ち上がった町会
内の見守り組織です。

レッツゴー ひまわり会！
メンバーは町会役員が多いですが、役員のみ
で構成すると「役目」になってしまうとの考え
から自主的に手を挙げてくれた方も協力員に積
極的に加わっていただいています。
「せっかく調査をしても間を開けてしまうと
皆の熱が冷めてしまう。」という思いから悉皆調
査の時に対象になった方々を１～３名でチーム
を作り、定期的に訪問して健康状態を含め、安
否確認を行っています。訪問先に応じて対象者
が受け入れやすいよう人選も工夫しています。
定例会では協力員の中から「対象者の家の近くを犬の散歩コースに入れて自然体で訪問
しています。」などアイディアも出されていました。

地域の目、あんしんの絆
ひまわり会の定例報告会は３ヶ月に１回開催
されています。情報提供・共有の観点から地域
包括支援センター職員、絆づくり担当課職員も
オブザーバーとして参加しています。
報告会では対象者の報告と意見交換が熱心に
行われていていました。対象者に認知症等の心
配があれば地域包括支援センターが同行訪問す
る等、フォローがしっかりと行われています。
取 材 日

平成 27 年 10 月 28 日（水）

活動主体

ひまわり会（足立区孤立ゼロプロジェクト・東保木間町会区域・絆のあん
しん協力員連絡会）

参加者数

メンバー10 名、地域包括保
木間職員 2 名

取材メモ

ひまわり会の活動が「高齢者のちょっとした変化に早く気付き、互いに安
心して暮らせる明るい地域社会づくり」に大きく貢献していることがわか
りました。こうした活動が他の地域にも広がるよう社協もお手伝いできれ
ばと考えました。

取 材 者

中村知意（社協・第 6 グループ）

従事職員
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3名

テーマ：解決する

【関原】

男性が地域とつながる居場所づくり
梅田男談サロンでは、健康マージャン、囲碁、将棋を中心に、男性の活動場所として地
域包括支援センター関原で月２回（第 1・3 火曜日）開催しています。

きっかけは地域福祉懇談会
平成 27 年 7 月、登録ボランティアやあったかサ
ービス会員など、日ごろ社協の各事業にご協力いただ
いている方々の中から、第 3 合同地域にお住いの方
に呼びかけ、地域の現状と課題について話し合う地域
福祉懇談会を 2 回開催しました。
「男性の社会参加」をテーマに同じ地域に住む住民
同士の熱い想いがひとつになり、「まずは男性に地域

回を重ねるごとに参加者が増えています

に出てきてもらうにはどうしたらいいか」「男性が参
加したいと思うことって」
「マージャンならできるし、
やりたい人もいるんじゃないかな」という参加者の声
から準備が始まりました。

男性と地域がつながる
そして梅田男談サロンは 9 月に「男性を地域に呼
び出そう」と男性のみでスタート。この日は和気あい
あい冗談も交え、脳トレで頭を活性化した後、健康マ
ージャンを楽しみました。またメンバーの一員である
詩吟の先生から教わりながら、大きな声で詩を吟じる
など、メンバーの特技を活かし、楽しく健康的な時間
を過ごせるのが「梅田男談サロン」の魅力です。皆さ
んがお互いに「参加してくれた人に楽しんでもらいた
い」という思いで参加していることが、居心地の良い
雰囲気につながっているようです。

メンバーの特技を持ち寄って講座も開催

マージャン卓は手作りです

取 材 日

平成 27 年 12 月 1 日（火）

活動主体

梅田男談サロン

参加者数

26 名（12 月 1 日現在）

取材メモ

取材後も口コミで登録者がさらに増えているそうで、この男性同士の「つ
ながり」ができたことは、今後の梅田地域の力につながると心強さを感じ
ました。（福田）

取 材 者

福田祐子（社協・第 3 グループ）

従事職員

1名

※地域福祉懇談会の内容は、ささえあいブログ 平成 27 年 8 月 24 日号 でご紹介しています。
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（参考） 平成 27 年度に新たに登録したふれあいサロン

➓
➋

➒
➊
➏
➊
➑

➍
➎
➐
➌

高齢者・障がい者サロン
No

サロン名

場所

➊

のびのびサロン

江北 3 丁目

➋

きららおしゃべりサロン

南花畑 4 丁目

➌

元町ほのぼのサロン

千住元町

➍

TOKYO サロン

梅田 7 丁目

➎

梅田男談サロン

関原 2 丁目

➏

こどもピュアマインド

中央本町 3 丁目

➐

梅田サロン

梅田 6 丁目

➑

ひまわり会

江北 3 丁目

➒

しまねサロン

島根 4 丁目

➓

かがやきサロン

神明 3 丁目

のびのび親子広場（子育てサロン）
➊

おやこあそびサロン加平

加平１丁目
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３ 社協 平成 27 年度の取り組みの結果（概要）
（１）第２次地域福祉活動計画の目標を実現するための取り組み支援
計画の目標に向けた住民の活動を支援するため、様々な事業に取り組んでいます。

（社協の取り組み例）
１

地域を知る
リポート数

41 件
実施数

92 件
２

80 か所

４

地域で住民が主体となって取り組んでいる多様な活動を社協職員が訪
問し、
「地域活動リポート」を作成して、社協ホームページ内「ささえ
あいブログ」で紹介しました。

福祉出前講座の提供 （前年度 71 件）
住民の皆さんの地域福祉の学びと活動を支援するため、職員を講師と
して派遣し、出前講座を実施しました。

交流する
登録数

３

地域活動リポートで活動を紹介 （前年度 15 件）

ふれあいサロンの立ち上げ・運営支援 （前年度 69 か所）
地域で気軽に集まれる居場所づくり、仲間づくりにつながるサロン活
動を支援しました。

活躍する
受講者数

ここあだちカレッジの開催 （前年度 79 名）

80 名

地域で活動したい住民の方向けに、福祉総合講座として「ここあだち
カレッジ」を開催しました。

解決する
相談件数

177 件

小地域での活動支援 （前年度値無し）
住民が行う地域福祉活動に関する相談を受け、支援を行いました。出
前講座の提供などを通じて、地域の居場所づくりの活動等を支援して
います。
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（２）進め！あだちプロジェクトの展開
地域の活動を“後押し”するために、社協が住民の皆さんと一緒に取り組む 3 つのプロ
グラムを展開しています。

（取り組みの例）
１ 地域の情報、発信・共有
◆ささえあいリポータートライアル実施
「ささえあいリポーター」の設置に向けた
トライアル（試行）実施を行いました。
ここあだちカレッジの履修生・卒業生のリ
ポート活動を支援し、
「ささえあいブログ」に
順次掲載しています。
意見交換会の内容をふまえて、次年度の導
入に向けて準備中です。
☛詳細は 50 ページ

２ 活動への参加促進
いき い

◆男ボラ 粋 生 き倶楽部活動支援
E AE

EA

平成 26 年度まで社協主催で実施してきた
「男たちのボランティア」を基盤に、ボラン
いき い

ティア団体・NPO 団体による「男ボラ 粋 生
き倶楽部」の結成を支援しました。
社協では、実行委員会の運営支援、活動資
金の一部助成を行い、活動を支援しています。
☛詳細は 51 ページ

３ 小地域、みんなで連携
◆「ご近所サロンふれんど」の立ち上げ
ここあだちカレッジの卒業生や絆のあんし
ん協力員が中心となり、コミュニティカフェ
「ご近所サロンふれんど」を立ち上げました。
社協では、場所探しのほか、関係機関・協
力団体への声かけを行い、打合せと懇談を重
ねてスタッフのチームづくりを支援していま
す。
☛詳細は 52 ページ
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①地域の情報、発信・共有

進め！あだちプロジェクトの主な取り組み

◆ささえあいリポータートライアル実施
・住民による情報発信を後押しするため、様々な機会を活かして「ささえあいリポーター」
の設置に向けてトライアル（試行）実施を行いました。
・協力者（ここあだちカレッジ履修生・卒業生）のリポート作成活動を支援し、
「ささえあ
いブログ」に掲載しています。
・現在、意見交換会の結果等をもとに、次年度の実施体制を検討しています。

事業内容を検討していくため、
試行実施の協力者を募集

トライアル実施説明会
6 名の方に協力いただきました

◆平成 27 年度の活動内容◆
時期

内容

9月

①学生ボランティアによるリポート作成試行（☛ 30 ページ）
住民自身による情報発信の試行として、学生ボランティアによる地域活動リポ
ート作成を支援し、「ささえあいブログ」に掲載しました。

10～

②ここあだちカレッジ履修生によるリポート作成試行《講座編》
（☛ 32、33 ページ）
福祉総合講座「ここあだちカレッジ」履修生から協力者を募り、カレッジの講
座の様子を対象としたリポート作成を支援し、
「ささえあいブログ」に掲載しま
した。

12 月

12 月

③「ささえあいリポータートライアル実施」意見交換会（☛ 14 ページ）
トライアル実施に協力いただいた履修生とともに、②のリポート作成活動を振
り返り、ささえあいリポーターの実施上の課題について意見交換を行いました。

2月

④ここあだちカレッジ卒業生によるリポート作成試行《地域活動編》
（☛ 15 ページ）
③の意見交換会での振り返りをふまえ、
「ここあだちカレッジ」卒業生による取
材活動・地域活動リポート作成を支援しています。今後、「ささえあいブログ」
に掲載しました。
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②活動への参加促進

進め！あだちプロジェクトの主な取り組み
いき い

◆男ボラ 粋 生 き倶楽部活動支援
・平成 26 年度まで団塊世代の男性発掘を目的に、社協主催で実施していたイベント「男
たちのボランティア」。その実行委員会メンバーであったボランティア団体・NPO 団体
いき い
が中心となり、新たな活動者を発掘する取り組みとして「男ボラ 粋 生 き倶楽部」の結
成を支援しました。
・定年後の男性はもちろん、年齢・性別を問わず活動に一歩踏み出してみたい住民の方に
多様なきっかけを提供するため、実行委員会メンバーの得意分野や特性を活かした様々
な取り組みが行われています。
・社協では実行委員会の運営支援や活動資金の一部助成を行っています。

実行委員以外でも自由に参加できる「企画
ミーティング」は、サロンのような雰囲気
で様々な意見やアイデアが飛び交います

27 年度 11 月企画「千住まち歩きのすすめ」。
様々な企画で仲間づくりや活動への
きっかけづくりが行われています

◆平成 27 年度の活動内容◆
・偶数月（４、６、8、10、12、2 月）に企画ミーティングを実施し、奇数月（7、9、
11、1、3 月）に住民の活動への一歩を応援するためのイベントを開催しました。
月

企画・内容

実施形態

7 月 「里山、農業、自然と食を語る」
「iＰad/IT で考える障がい支援」

サロン

9 月 「足立姫伝説 ～足立区扇「性扇寺」から見える日本 講座
的ボランティアの原風景～」
11 月 「千住まち歩きのすすめ」

体験、交流会

1 月 「災害時にできること」

体験、講座、交流会

3 月 「花より男ボラ ～足立の宝・五色桜物語～」

体験、講座、交流会
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③小地域、みんなで連携

進め！あだちプロジェクトの主な取り組み

◆「ご近所サロンふれんど」の立ち上げ検討（梅島）
・ここあだちカレッジの卒業生や絆のあんしん協力員が中心となったコミュニティカフェ
の開設を支援しました。（☛ 31 ページ）
・場所探し、店舗オーナーや近隣の福祉用具事業者への協力依頼を行いながら、ボランテ
ィアの皆さんと打合せと懇談を重ね、運営スタッフのチームづくりを行いました。
・町会や民生・児童委員が町会掲示板、回覧板で周知協力しています。

閉店した店舗を
スタッフが協力して大掃除

クリスマスはトナカイの角をつけて。
懐かしいメロディで歌います

◆平成 27 年度の活動内容◆
時期

6～
8月

9～
10 月
11 月

内容
➀空き店舗活用の依頼・働きかけ
閉店の貼り紙を見て持ち主を探し、貸出の交渉を行いました。
②人材養成
ここあだちカレッジ、フォローアップ講座「感じるサロン体験講座」を開催し
ました。
③ボランティア協力者による会場整備
スタッフが自主的に集まり、複数回の打合せ・懇談。会場の整備を行いました。
④開設に向けた準備・練習
お茶の用意や体操の練習、編み物で室内履きを作成しました。
⑤地域の高齢者が集まれる居場所 OPEN
スタッフ 7 名が協力し「らくらく体操」
「おしゃべり」
「歌声サロン」を行いま
した。

◆この活動で連携した地域団体等◆
①ここあだちカレッジ卒業生、②絆のあんしん協力員、③民生・児童委員、④町会・自治
会、⑤店舗オーナー(店舗の提供・改修)、⑥住宅改修業者(手すりの設置等)、⑦地域包括支
援センター
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４ 東日本大震災にかかる避難者支援
（東京都社会福祉協議会「避難者の孤立化防止事業」）
東日本大震災による区内への避難者が、見知らぬ土地で生活することに不安を抱えたり、
孤立・引きこもりになることを防ぐために、戸別訪問や交流会を実施しています。
避難が長期化する中で、避難者が地域に馴染み、生活ができるよう、サロン活動の支援
も実施しています。

平成２４年度

避難者への訪問と交流の機会づくり

足立区新田ふるさと会の立ち上げと活動（ふれあいサロン活動の支援）
避難されている方が中心となり立ち上げた「足立区新田ふるさと会」では、月２回、避
難されている方、地域住民、ボランティアなどが集まり、お茶を飲みながらおしゃべりを
して交流しています。
サロンへの参加を通じて、避難者の皆さんが地域とつながりを持つ機会にもなっていま
す。
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ボランティアの協力による足湯
とみおか子ども未来ネットワーク代表（区内避難者の一人）と日本財団 ROAD プロジ
ェクトが知り合い、区内でも足湯ボランティア活動が取り組まれました。
日時

平成 24 年 4 月～平成 25 年 3 月（計 4～6 回）

場所

新田住区センター会議室

参加者数

避難者 10 名、ボランティア 10 名

協力者・団体

足立区新田地区県人会、とみおか子ども未来ネットワーク、日本財団
ROAD プロジェクト足湯隊

合計 20 名

「マジック＆ティーパーティー」
当日は、雨にもかかわらず、多くの避難者の方にご参加いただきました。
第１部「マジックショー」では、参加者から「驚いた！どうなっているの？」
「面白かっ
た」など多くの感想が寄せられました。
第２部「茶話会」では、お菓子を食べ、お茶を飲みながら交流を図り、最後にビンゴゲ
ームを行いました。景品は区内の企業から食事券、屋形船の招待券、乳酸菌飲料、クオカ
ード、入浴券の寄附をいただきました。
日時

平成 24 年 11 月 17 日（土）午後 1 時 30 分～午後 3 時 30 分

場所

シアター1010 アトリエ（北千住マルイ 10 階）

参加者数

区内避難者 19 名、サロン関係 9 名

協力者・団体

ふれあいサロン関係者

54

合計 28 名

平成２５年度～

足立区での生活の継続に向けて

「郷土博物館＆昼食交流会」
足立区を知る機会になればという目的で、足立区の人気スポットである「郷土博物館」
の見学・交流会を行いました。交流会では歌声サロンを実施し、大いに盛り上がりました。
日時

平成 25 年 11 月 17 日（日）午前 11 時～午後 2 時 30 分

場所

足立区郷土博物館

参加者数

19 名

協力者・団体

東京綾瀬ライオンズクラブ、足立区郷土博物館、佐野地区民生・児童
委員１名、パートナーケア笑がお１名、宅ろう所ひらの１名、弁護士
２名、音楽ボランティア３名

55

バーベキューパーティー
晴天に恵まれ、青空の下、バーベキューをしながら交流を図りました。小さなお子さん
の参加もあり、高齢の参加者から「一緒に食事ができて楽しかった」という声も聞かれま
した。
日時

平成 26 年 5 月 18 日（日）午前 11 時～午後 3 時

場所

都立舎人公園

参加者数

避難者 10 名、地域ボランティア 10 名

協力者・団体

スポーツ推進員 1 名、宅ろう所ひらの 1 名、大学生ボランティア 3 名
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合計 30 名

リクエスト歌声サロン・大爆笑梅島寄席
地域住民の参加もあり、にぎやかな歌声が会場に響きわたりました。足立区出身の真打
に昇進した林家たけ平さんの絶妙な話に引き込まれ、皆さん大爆笑でした。
日時

平成 27 年 8 月 23 日（日）

場所

こども支援センターげんき５階研修室３

参加者数

避難者８名、地域住民 13 名、関係者２名

協力者・団体

千代田セレモニー
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合計 23 名

西新井大師参拝＆昼食交流会
大寒波が到来し寒風が吹く中、60 名を超える方が参加してくれました。
第 1 部は、西新井大師で講話、お護摩（お焚きあげ）を受けました。第 2 部は、おいし
い食事を食べながら、アンサンブルキララのすばらしい演奏を聴きました。第 3 部は、ラ
ッキゲームを行い豪華な賞品をいただき大いに盛り上がりました。
日時

平成 28 年 1 月 24 日（日）午前 9 時 40 分～午後 3 時

場所

西新井大師、西新井区民事務所

参加者数

避難者 26 名、協力者 36 名、合計 62 名

協力者・団体

宅ろう所ひらの１名、パートナーケア笑がお１名、東京綾瀬ライオン
ズクラブ、新田地区民生・児童委員２名、アンサンブルキララ
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東京都社会福祉協議会「避難者の孤立化防止事業」実施状況
（１）避難者の把握状況
避難者数

区で把握している総数（156 世帯／341 人）
社協で把握している総数（79 世帯／197 人）2 月末時点

属性・年齢層等

30～50 代の子育て世帯や高齢者世帯が多く避難してい
る。

居住地（避難場所の状況） 区内避難者の多くが、借り上げ住宅に点在している。
（２）戸別訪問の状況
訪問の実施主体

社協

訪問実績

238 世帯／520 人（2 月末時点の当年度累計）

訪問員（訪問体制）

社協の担当職員は 3 名。訪問は、専門職 1 名で訪問してい
る。綾瀬の団地は、避難者代表宅に情報提供書類を持参し、
団地内配付を依頼している。場合によってエリアの町会・
自治会長、民生・児童委員、区役所職員に同行訪問を依頼
することもある。

頻度

毎月 1 回、情報提供をかねて訪問している。

訪問対象

訪問を希望している世帯。単身者で見守りが必要な世帯。
転入したばかりの世帯。

（３）サロンなどの実施状況
設置場所

1 か所

開始時期

平成 24 年 4 月

利用対象者

参加希望者

開催頻度
曜日・時間帯等

毎月第 2・第 4 火曜日
午後 1 時～午後 5 時

運営体制

区内避難者の自主運営

参加者数

2 月末時点での当年度累計 参加者総数 131 人
開催日（1 日）あたりの平均参加者数 6.5 人

※資料…東京都社会福祉協議会『平成 27 年度避難者の孤立防止事業実施報告書』平成 28
年 3 月。
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○
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平成 27 年度 ささえあい活動事例集
見つけたよ！足立に広がる“ささえあい”
発 行 年 月

平成 28（2016）年９月

発

行

社会福祉法人足立区社会福祉協議会

編

集

社会福祉法人足立区社会福祉協議会
基幹地域包括支援センター

地域福祉課

〒121-0816 東京都足立区梅島三丁目 28 番８号
（こども支援センターげんき１階）
電話：03－6807－2460 Fax：03-5681-3374

認知症になっても、
ずっと住み続けられる地域づくりを

ささえあい活動のご相談は、
社会福祉協議会へ
基幹地域包括支援センター 地域福祉課
（梅島３－２８－８ こども支援センターげんき１階）
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