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この報告書では、社会福祉協議会を「社協」
、地域包括支援センター
を「包括センター」、絆のあんしんネットワーク連絡会を「絆のあん
しん連絡会」と省略して記載している箇所があります。
報告書に掲載している写真は、本人の了解をいただいています。

はじめに
平成 29 年度報告書の発刊に寄せて
本報告書では、第 2 次足立区地域福祉活動計画の取り組み状況と平成
29 年度のささえあい活動事例を報告させていただきます。この計画は、
平成 27 年度から 6 年間を計画期間とする、住民の福祉活動に関する計画
です。
平成 29 年度はちょうど策定から 3 年が経過し、計画期間折り返しの年
でした。そこで本報告書では、この 3 年間を通した取り組みの経過をコラ
ム形式で掲載しました。第 2 次計画の策定以後、区内において創意あふれ
る活動がますます活発に行われるようになっている様子を感じていただけ
ることと思います。
また、足立区社会福祉協議会では地域福祉研究委員会にご協力をいただ
いて計画の中間評価を実施するとともに、平成 30 年度からの 3 年間（後
期計画期間）を対象とした「後期アクションプラン」を策定しました。本
報告書の巻末に収録していますので、ぜひご参照いただきたいと思いま
す。
こうした活動や事業の積み重ねは、すべて足立区の地域福祉の前進を示
すものであり、ひとえに日頃から活動に携わっておられる住民の皆様、関
係機関の皆様のご尽力の賜物と感謝しております。この報告書が皆様の活
動の参考となり、足立区のささえあい活動のさらなる飛躍の一助となれば
幸いです。
今後も足立区社会福祉協議会職員一丸となりまして、住民の皆様、関係
機関の皆様とともに計画の推進に取り組んで参ります。

平成 30 年 9 月

足立区社会福祉協議会
常務理事 大高 秀明
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本報告書について

1

（１）本報告書の位置づけ
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。
足立区社会福祉協議会（以下「足立区社協」
）は、この計画に基づき、住民の活動の推進・
支援を行っています。
この報告書は、計画がどのように取り組まれているかを見える形にし、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 29 年度の足立区社協の取
り組みの結果及び住民活動の様子を報告するものです。

（２）計画の概要
基本理念は「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」です。
計画では、地域での付き合いの減少や孤立が問題となるなかで、「踏み出そう

心で、活かそう

遊び
（基本方針）を合言葉に、住民の“地域参加”を図
あなたの力！」

っていくこととしています。

【目標を実現するための 4 つの取り組み】
計画の大きな取り組みの柱は、「地域を知る」、「交流する」、「活躍する」、「解決する」、
の 4 つです。
この報告書では、
「2 取り組みの結果」
（6 ページ～15 ページ）で、足立区社協の取り組
みの実績を示しています。また、「4 ささえあい活動事例集」（27 ページ～99 ページ）で
は、平成 29 年度に公開した地域活動リポートを、地区ごとに分類して掲載しています。

【4 つの目標】

【4 つの取り組み】

地域の魅力や課題をみんなで共有しているまち

１ 地域を知る

気軽に立ち寄れる交流の場があるまち

２ 交流する

地域の中で多くの人がいきいきと活躍しているまち

３ 活躍する

地域の福祉課題に、協力して取り組んでいるまち

４ 解決する
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【進め！あだちプロジェクト】
「目標を実現するための 4 つの取り組み」を“後押し”するため、足立区社協が住民の
皆さんと一緒に取り組む「進め！あだちプロジェクト」を計画に位置付け、積極的に推進
しています。
この報告書では、「2 取り組みの結果」で、足立区社協の取り組みの実績を示していま
す（16 ページ～21 ページ）。

【目標を実現するための 4 つの取り組み】
後押し
【進め！あだちプロジェクト】
１

地域の情報、発信・共有

住民自身が地域のニュースやリポートを柔軟かつ楽しい形で伝
え、地域の情報を共有していくような仕組みをつくります。

２

活動への参加促進

ボランティア活動等の担い手同士がつながって、活動の紹介や
コーディネートをしていく仕組みをつくります。

３

小地域、みんなで連携

区の地域ケアや孤立防止の取り組みと連動して、小地域におけ
る福祉課題解決の仕組みをつくっていきます。

（３）計画推進の体制と進捗状況
計画では、足立区社協に設置した地域福祉研究委員会をモニタリング機関と位置づけて
毎年度の取り組みの状況を取りまとめて報告し、計画の推進に結び付けています。
平成 29 年度は計画期間（2015（平成 27）年度～2020 年度）の中間年であったため、地
域福祉研究委員会のご協力のもと中間評価を行いました（24 ページ）
。また、中間評価をふ
まえ、
「進め！あだちプロジェクト」の取り組み内容を具体化し、
「後期アクションプラン」
（101～104 ページ）を作成しました。
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２

取り組みの結果
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目標を実現するための取り組み１

地域を知る
住民の視点を活かした情報提供や、学びの機会をつくります

（１）福祉出前講座の提供
住民自身の地域福祉の学びと活動を支援するため、足立区社協職員等を講師として計
92 回派遣し、出前講座を実施しました。
項目

27 年度

地域福祉入門

28 年度

29 年度

34 回

49 回

39 回

9回

4回

2回

介護入門

20 回

16 回

12 回

老い支度・権利擁護

28 回

23 回

36 回

2回

6回

3回

93 回

98 回

92 回

ボランティア入門

体験講座
計

３年間を振り返って ［福祉出前講座］
福祉出前講座は、平成 22 年度に開始した取
り組みです。
出前講座の提供回数は、平成 24～26 年度の
合計は 174 回でしたが、27～29 年度の合計は
283 回に増加しました。
受講者数は、統計を取り始めた平成 26 年度
は 1,960 人でしたが、27～29 年度の平均は、
3,142 人となり、約 1.5 倍に増加しました。
内容は、地域団体から好評の老い支度講座
や、ふれあいサロン立ち上げなどのきっかけ
づくりの講座（地域福祉入門）の提供回数が
多くなっています。
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（２）社協だより「ささえあい」の発行
地域のより多くの方々に足立区社協の活動を知ってもらい、
「一緒に活動してもらう」、
「会員として応援してもらう」をコンセプトに、足立区社協をもっと身近にそして活用
していただけるような紙面構成として特集しました。
「まちの根っこわーく」コーナーでは、地域に根ざした活動を行っている団体のほか、
足立区社会福祉法人連絡会の設立と地域公益活動の取り組みについて紹介しました。
号数（発行部数／発行月）

特集

第 48 号（26,000 部／ 7 月）

みんなでつくるふれあいサロン

第 49 号（26,000 部／10 月）

赤い羽根共同募金・歳末たすけあい運動

第 50 号（26,000 部／12 月）

地域福祉のあしたを考える

第 51 号（27,500 部／ 3 月）

足立社協活用術

（３）「ささえあいブログ」の発信
足立区社協ホームページに設置している「ささえあいブログ」で、地域の活動の様子を
伝える「地域活動リポート」を計 68 件発信しました。
項目

27 年度

地域活動リポート数

41 件

３年間を振り返って ［ささえあいブログ］
ささえあいブログは平成 23 年度から開始した
取り組みです。足立区内の地域福祉に関する活
動を足立区社協ホームページで紹介していま
す。
ブログ件数は、平成 24～26 年度の合計は 63
件でしたが、27～29 年度の合計は 182 件とな
り、約 3 倍に増加しました。
また、第 2 次地域福祉活動計画の策定を機に
地域活動リポートをまとめた「ささえあい活動
事例集」（本冊子）の刊行を開始し、地域福祉活
動の関係者に配布しています。
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28 年度
73 件

29 年度
68 件

目標を実現するための取り組み２

交流する
地域のなかに、気軽に立ち寄れる交流の場をつくります

（１）ふれあいサロンの立ち上げ・運営支援
地域で気軽に集まれる居場所づくり、仲間づくりのサロン活動を支援しました。
項目

27 年度

28 年度

29 年度

登録数

80 か所

106 か所

130 か所

（内訳）
高齢者サロン

65 か所

90 か所

114 か所

1 か所

1 か所

1 か所

14 か所

15 か所

15 か所

13 か所

34 か所

30 か所

延べ 18,747 人

延べ 28,024 人

延べ 35,100 人

障がい者サロン
のびのび親子ひろば
新規登録数
サロン参加者数

サロン開催数
延べ 975 回
延べ 1,543 回
延べ 1,898 回
※活動を終了するサロンがあるため、当該年度の「新規登録数」と前年度の「登録数」を
足しても当該年度の「登録数」に一致しません。

３年間を振り返って ［ふれあいサロン］
ふれあいサロン支援事業は平成 16 年度
から開始した事業です。
平成 26 年度と比べると、平成 29 年度
は登録数が約 2 倍、開催数、参加者数は
約 2.5 倍の増加となりました。
近年は特に、高齢者サロンの伸びが著
しいことが特徴となっています。
西新井いきいきサロンの様子

（参考）平成 26 年度の実績
登録数 69 か所、開催数延べ 778 回、
参加者数延べ 14,121 人
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平成 29 年度 ［ふれあいサロン］
地域の中でのふれあいサロンへの関心が高まっています。そこで、各サロン内での
参加者同士の交流から一歩踏み出し、サロン同士の交流を目的とした「ふれあい
サロンフェスタ」を開催しました。

開催概要
【日時】平成 30 年 2 月 2 日（金）午前 10 時～正午
【場所】足立区役所 2 階庁舎ホール
【主催】足立区社会福祉協議会
【参加者】105 名（出展・展示参加 13 サロン）

プログラム
10 時 00 分
10 時 05 分
10 時 40 分
11 時 50 分
12 時 00 分

開会のあいさつ
体験・展示コーナー開始
出展・展示サロン紹介タイム
みんなで歌おう♪
閉会のあいさつ

サロンに参加したことがない区民の方にも
来場いただき、とても賑わいました

各サロン内で作成した作品の展示やサロンの模擬体験を通して、お互いのサロンの
取り組みを知る機会となりました。また、各サロンの紹介タイムでは、サロン運営者
が活動に対する思いを話してくださり、来場いただいた区民の方に、ふれあいサロン
の素晴らしさを届ける時間となりました。来場者からは、
「サロン運営者がいきいきと
している」「もっと色々なサロンの話を聞きたい」といった感想が聞かれました。

みんなでサロンを模擬体験！
自然と笑顔がこぼれます

サロン内で作成した作品に
みんな興味津々でした
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目標を実現するための取り組み３

活躍する
地域福祉活動に参加できる機会をつくります

（１）ボランティアに関する各種講座の開催・コーディネート
①ここあだちカレッジ
地域で活動したい住民の方向けに、福祉人材養成総合講座として「ここあだちカレッジ」
を開催しました。修了者を次の活動につなげられるよう、組織化支援にも力を入れていま
す。
項目

27 年度

28 年度

29 年度

受講者数（春コース）

33 人

38 人

33 人

受講者数（秋コース）

47 人

19 人

23 人

②コーディネート事業
ボランティアをやりたい、やってほしいなど、ボランティア活動に関する各種相談を受
け、一人ひとりの要望に合わせて活動紹介（マッチング）、情報提供等を行いました。
項目
ボランティア登録

27 年度
人数
グループ数

28 年度

29 年度

597 人

551 人

603 人

67 団体

77 団体

74 団体

ボランティア参加者
延べ 1,079 人
延べ 591 人
※「ボランティア参加者」数は平成 28 年度に集計方法を変更しました。

延べ 741 人

③ボランティアスクール事業
ボランティア活動への理解を深めるとともに、活動を推進するために講座を実施しまし
た。入門講座として、ボランティア活動の入口や障がい者理解のための講座を開催してい
るほか、毎年テーマやターゲットを絞り、受講者がより実際の活動に繋がりやすいプログ
ラムを企画しています。
項目

27 年度

講座・講演会

10 回
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28 年度
15 回

29 年度
14 回

３年間を振り返って ［ボランティアスクール］
総合ボランティアセンターでは、ボランティアスクールとして、ボランティア活動
の入口や障がい者理解のための「ボランティア入門講座」を定期的に開催しているほ
か、毎年テーマやターゲットを変え、受講者がより実際の活動につながりやすいよう
な講座を企画しています。
平成 27 年度 こころに寄り添う
お話相手ボランティア連続入門講座
登録ボランティアグループ「傾聴ボランティア
足立 SPC クラブ」に協力を依頼し、
「傾聴の基
礎」
「お話し相手ボランティア疑似体験」
「経験
者から学ぶ」の全 3 日に及ぶ講座を行いまし
た。修了生は「傾聴ボランティア足立 SPC クラ
ブ」に入会したり、高齢者のお宅に訪問し、活
躍しています。

平成 28 年度
福祉体験学習サポーター養成講座
小・中学校から、総合的な学習の時間等を活用
した高齢者疑似体験、車いす体験等の依頼が
増えていることから、全 6 日にわたる講座を
行いました。
修了生から登録ボランティアグループ「あだ
ち福祉体験サポーターゆるき♡♡♡」が立ち上が
り、現在は小・中学校での体験授業や企業等へ
の出前講座で活躍しています。

平成 29 年度
ふれあいサロンはじめ方講座
高齢者や子育て世代の孤立を予防する取り組
みであるふれあいサロンの活動者を発掘する
ための講座を行いました。特に 2 日目の「ふ
れあいサロン見学」では、ふれあいサロンを
体験するだけでなく、参加者同士の関係も深
まりました。また参加者同士で企画した疑似
サロンがそのまま地域のサロンになるなど、
修了後には 2 つのふれあいサロンが立ち上が
りました。
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（２）あったかサポートの運営
高齢者や障がい者の利用会員が在宅生活を続けられるよう、協力会員による家事援助を
実施しました。また、協力会員の活動に必要な技術・知識の向上を目的に各種講座を行い
ました。
項目
会員数
研修等

27 年度

29 年度

協力会員数

281 人

305 人

254 人

利用会員数

341 人

394 人

335 人

12 回

6回

5回

4回

5回

3回

11,839 時間

11,556 時間

9,272 時間

協力会員登録説明会
協力会員フォローアップ研修

実績

28 年度

サポート提供時間

（３）ファミリー・サポート・センター事業の運営
足立区からの委託を受け、保育施設等への送迎や提供会員宅での一時預かりなど、地域
で子育ての援助を受けたい方（利用会員）と子育ての援助を行いたい方（提供会員）によ
る会員制の住民相互援助活動を実施しました。
また、会員相互の情報交換を図るために交流会等を開催しました。
項目
会員数
交流会等

27 年度

29 年度

提供会員数

492 人

505 人

464 人

利用会員数

2,088 人

2,300 人

2,475 人

提供会員登録説明会

6回

5回

5回

提供会員登録時研修

2回

2回

2回

利用会員登録説明会

14 回

14 回

12 回

3回

5回

9回

活動時間

13,306 時間

13,675 時間

13,375 時間

活動件数

10,586 件

10,932 件

10,754 件

交流会、研修会
実績

28 年度

（４）生活支援員（地域福祉権利擁護事業）
東京都社会福祉協議会からの委託を受け、もの忘れなどの認知症の症状や知的障がい、
精神障がいなどによって、必要な福祉サービスを自分の判断で適切に選択・利用すること
が難しい方を対象として、福祉サービスの利用援助や日常的金銭管理サービス等の支援を
行います。利用者支援を行う生活支援員（住民より選考）は、専門員（足立区社協職員）
と連携し、サービスを提供します。平成 29 年度は 41 名の生活支援員が活動しました。
支援の質の向上を図るため年 6 回の生活支援員研修会を開催しました。
項目

27 年度

28 年度

29 年度

登録生活支援員数

31 人

37 人

41 人

生活支援員研修会

8回

6回

6回
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平成 29 年度 ［あったかサポート］
協力会員登録説明会や研修･交流会の開催
5 つの地域（梅田、西新井、千住、綾瀬、竹の塚）であったかサポートの協力会
員登録説明会を開催しました。
37 名が登録し、多くの方があったかサポートの活動を始めました。協力会員の
スキルアップや交流を深めるために、研修･交流会を開催し、サポート活動の振り
返りや健康をテーマにした講義を聴き、一緒に体操も行いました。

日常の家事を行う「生活支援サポート」や、通院・散歩の付添いなどを行う「生きがい支援
サポート」を行っています。年間の活動件数は合計 7,070 件で、実施されたサポート（10,225
回）のうち 8 割は、「生活支援サポート」となっています。
【主 な 生 き が い 支 援 サ ポ ー ト】

【主な生活支援サポート】
除

5,552 回

話相手･見守り

857 回

買 い 物

1,365 回

散歩･外出付添い

517 回

食事づくり

1,130 回

通院の付添い

154 回

掃
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目標を実現するための取り組み４

解決する
様々な住民団体で協力して取り組みます

３年間を振り返って ［災害ボランティアネットワーク会議］
足立区では、区が被災した際に立ち上がる災害ボランティアセンターの運営にご協
力いただける団体と平時からの連携を深めるため、「災害ボランティアネットワーク
会議」を設置しています。年 3～4 回開催される会議で、災害ボランティアセンター
設置運営に関わる意見交換を行うことで団体間の交流を深めています。足立区社協は
災害ボランティアセンターを区と協働で運営する役割があることから、課題や事例を
提供する中心メンバーとしてこの会議の運営を支援しています。
また、平成 24 年度より足立区総合防災訓練の一環として、災害ボランティアセン
ター設置運営訓練を実施しています。平成 29 年度はネットワーク会議メンバーを災
害ボランティアセンター運営スタッフ役とした運営訓練を行いました。
実際に災害ボランティアセンターを運営する場面でも、被災者の方々の様々なニー
ズに対応していくためには、地域の方々のご協力が必要不可欠です。
これからも、災害ボランティアセンターへの理解を深めていただけるよう、ネット
ワーク会議での様々な課題を解決していきます。会議メンバー以外の方にも参加して
いただけるような企画も検討する中で、被災時の連携に向けたネットワークを広げて
参ります。

14

３年間を振り返って [足立区社会福祉法人連絡会］
平成 27 年 3 月、東京都における「社会福祉法人の連携による社会貢献事業のスキー
ム」の策定を受け、平成 27 年 8 月に足立区内に法人本部を置く 35 の社会福祉法人に
対し、社会貢献事業（地域公益活動）の取り組みやその連携に向けた仕組みづくりに
ついてアンケート調査を実施しました。
7 割以上の社会福祉法人からネットワーク化の必要性について回答があったため、
更なる地域公益活動に関する情報や認識を共有することを目的に、平成 27 年 12 月に
「社会福祉法人の地域公益活動に関する合同勉強会並びに意見交換会」を開催しまし
た。意見交換会では、「小さな社会福祉法人では地域における公益的な取り組みを実
施するのは現実的に難しい」、「多様化、複雑化する福祉課題については、各社会福
祉法人がそれぞれの強みを活かして連携（ネットワーク化）していく必要性があるの
では」との意見もあり、足立区社協を含め 8 つの社会福祉法人でネットワーク化へ向
けた準備会を立ち上げました。1 年にわたり 8 回の検討を重ね、平成 29 年 8 月 31 日
に 37 の社会福祉法人 77 事業所にご賛同をいただき「足立区社会福祉法人連絡会」を
設立いたしました。
「地域になくてはならない社会福祉法人を目指し、新たな一歩を」を理念に、地域
における「制度の狭間の課題」や「複合的課題」に対し、高齢、障がい、児童等の分
野の社会福祉法人が垣根を越え、次の取り組みを実施して参りました。

１

子ども食堂「おれんちハウス」
（子どもの居場所づくり）

足立区の子どもの貧困対策実施計画と連動、補
完し合う形で、小学生を対象に社会福祉法人親隣
館が所有する一軒家を活用して、平成 29 年 10 月
から子ども食堂「おれんちハウス」を毎月第 4 土
曜日に開催しています。
【参加者】平成 29 年度計 6 回延べ 38 名

２

クリスマス子ども食堂

平成 29 年 12 月 17 日（日）、足立サンタウォー
ク実行委員会が行う、チャリティーイベント「あ
だちサンタウォーク」と連携して、
「クリスマス子
ども食堂」を社会福祉法人からしだねが所有する
空きスペースを活用して開催しました。
【参加者】遺児等の児童 17 名
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進め︕あだちプロ ジェクト

地域の情報、発信・共有
住民自身が地域のニュースや
リポートを柔軟かつ楽しい形で伝え、
地域の情報を共有していくような仕組みをつくります。
○若い世代を含めた多様な住民層が地域福祉にふれるきっかけとなるよう、インター
ネットを活用し、地域の情報発信に取り組んでいます。

その１

○区民の「ささえあいリポーター」活動は、平成 27 年度に試行を実施、平成 28 年
度に活動を開始し、ささえあいブログ（社協ホームページ）でリポートを紹介してい
ます。
○さらに、平成 28 年度に社協職員の検討チームを設置して検討を行い、平成 29 年
度にはより幅広い層に情報が届くように SNS（フェイスブック）の運用を開始しま
した。

平成 27～29 年度の取り組み 【前期の実績】
年度

取り組み内容

平成 27 年度

ささえあいリポーター・トライアル実施
・学生ボランティアによるリポート作成試行
・ここあだちカレッジ履修生・卒業生によるリポート作成試行
・ささえあいリポーター・トライアル実施意見交換会

平成 28 年度

ささえあいリポーター活動の開始 社協内に「SNS 等情報発信・共有検
・ここあだちカレッジ秋コースか 討チーム」を設置
らリポーター誕生（4 名）
・検討会の開催（5 回）
・リポーター意見交換会（1 回）
・リポート制作（1 本）

平成 29 年度

ささえあいリポーター活動
SNS 運用開始
・リポーター登録新規登録（3 名） ・フェイスブックの開設
・リポーター検討会（3 回）
（10 月 1 日～）
・リポーター交流会（1 回）
次ページ
・リポート制作（3 本）

☛
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平成

29 年度の取り組み

フェイスブック運用の開始
ｄ

足立区社協の活動を地域住民にもっと身近に感じてもらえるよう、平成 28 年 6 月に
SNS 等情報発信・共有検討チームを組織し、4 回の検討を重ね、平成 28 年 11 月に「広
報に関する基本方針」を足立区社協で策定しました。
「知ろう・広げよう・つなげよう」を基本目標に、3 つの仕組みと 8 つの取り組むべ
き項目を設定し、SNS の導入及び誰もが利用しやすい情報アクセシビリティ（利用容
易性）の向上について、アンケート調査を全職員に実施し、フェイスブックの導入と
ホームページ及びささえあいの広報媒体の更なる便利性について検討を進めました。
SNS の特性やリスク等を整理し、平成 29 年 9 月にフェイスブック運用基準を策定
し、平成 29 年 10 月からフェイスブックの運用を開始しました。

足立区社協の事業や、登録団体の活動

平成 29 年度の実績

の様子、地域での講座・イベント情報

【フォロワー数】175 名
【投稿回数】92 回

などをお伝えしています。

足立区社協フェイス
ブック QR コード

（トップページ）

投稿例①

投稿例②

赤い羽根共同募金街頭募金

のびのび親子ひろば「りぼん」

投稿例③

あだちサンタウォーク

平成 30 年度からの取り組みは【102 ページ】へ
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進め︕あだちプロ ジェクト

活動への参加促進
ボランティア活動等の
担い手同士がつながって、活動の紹介や
コーディネートをしていく仕組みをつくります。
○新しい地域福祉人材の参加促進に向けて、ボランティア等による情報交換会を開催
し、イベント開催等に取り組んでいます。

その２

○特に、孤立リスクの高い高齢男性や、活動の希望が高い 30～40 代女性の参加促進
が課題です。
○平成 27 年度は、高齢者を含む男性のボランティア参加をうながしていくため、男
ボラ粋生き倶楽部が発足し、以後、社協が活動の助成及び支援を行ってきました。
○平成 29 年度には、NPO 活動支援センター、総合ボランティアセンター登録団体に
加えて、新たに地域活動に関わりをもつ事業者等を含めた意見交流会を開催し、今
後の取り組みに向けた意見のとりまとめを行いました。

平成 27～29 年度の取り組み 【前期の実績】
年度

取り組み内容

平成 27 年度

男ボラ粋生き倶楽部の発足
平成 26 年度まで実施してきた男たちのボランティアを基盤に、ボラ
ンティア・NPO 団体を中心に発足
・企画ミーティング（6 回）
・住民活動のきっかけづくりのイベント開催（5 回）

平成 28 年度

男ボラ粋生き倶楽部の活動推進
企画に関連した団体とタイアップし、ネットワークを拡大
・企画ミーティング（9 回）
・住民活動のきっかけづくりのイベント開催（4 回）
・男ボラ粋生き倶楽部ガイドブックの作成

平成 29 年度

男ボラ粋生き倶楽部の活動推進
地域活動団体意見交流会
・企画ミーティング（6 回）
・意見交流会（2 回）
・住民活動のきっかけづくりのイ
ベント開催（5 回）
次ページ

☛
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平成

29 年度の取り組み

地域活動団体意見交流会
「活動への参加促進」に向けた新たな取り組みへの助走として、区内の活動団体等
の意見交流会を開催しました。

ＮＰＯ意見交流会 テーマ「超高齢社会のなかのＮＰＯ」
【日時】平成 29 年 12 月 16 日（土）午後 2 時～午後 4 時
【場所】エル・ソフィア 3 階第 1 学習室
【主催】足立区地域のちから推進部区民参画推進課
・足立区社会福祉協議会基幹地域包括支援センター
【参加者】8 団体（11 名）（NPO 活動支援センター登録団体）
活動を発展させるために
（主な意見）
① 活動する人がもっといると良い
② 活動のための場所がほしい
③ NPO とボランティア団体がもっと
交流できると良い

意見を反映してテーマ設定、
対象団体種別を拡大

地域活動意見交流会

テーマ「もっと活動を広げたい団体集まれ！」

【日時】平成 30 年 3 月 13 日（火）午後 3 時～午後 5 時
【場所】こども支援センターげんき 5 階 研修室 3
【主催】足立区地域のちから推進部区民参画推進課・足立区社会福祉協議会
【参加者】27 団体（37 名）（NPO 活動支援センター、総合ボランティアセンター登録団体他）
地域活動につながる区民向け講座の
修了者を活動につなげるために
（主な意見）
① 講義と活動体験がワンセットとなっ
た講座を作る
② 活動団体のアピール機会を設ける
③ 活動団体が講師になる
④ 受講・体験後のフォローアップを行う

平成 30 年度からの取り組みは【103 ページ】へ
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進め︕あだちプロ ジェクト

小地域、みんなで連携
区の地域ケアや
孤立防止の取り組みと連動して、
小地域における福祉課題解決のための仕組みをつくっていきます。
○見守り活動など、小地域での福祉活動の連携をすすめていくため、地域ごとのフォ
ーラムの企画・開催に取り組んでいます。

その３

○平成 27・28 年度は、区の地域包括ケアシステム構築に向けた取り組みと連動しな
がら、地域連携による居場所づくりを行いました。
○平成 29 年度は引き続き、地域ごとに居場所づくりの支援に取り組む一方、取り組
みの共有を目的として、小地域でのふれあいサロン交流会（地域福祉活動フォーラ
ム）を開催しました。

平成 27～29 年度の取り組み 【前期の実績】
年度

取り組み内容

平成 27 年度

小地域連携による居場所づくり
・地域の活動主体の力を集約し、住民が中心となったコミュニティカフ
ェの開設を支援
・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・回収）、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

平成 28 年度

地域包括支援センターとの連動による小地域の連携づくり
・絆のあんしん連絡会（年間 82 回出席）、地域ケア会議（年間 24 回出
席）などの地域の懇談の場に出張し、福祉出前講座などの提供を通じ
て「ふれあいサロン」の立ち上げ（年間 34 カ所）や地域デビュー講
座のプログラム開発などを実施

平成 29 年度

西新井地域ふれあいサロン交流会（地域福祉活動フォーラム）
・西新井地域で「ふれあいサロン」の交流会を実施
・この交流会を地域福祉活動フォーラムに位置付けて
企画・開催を支援
次ページ

☛
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平成

29 年度の取り組み

西新井地域ふれあいサロン交流会
平成 28 年度に新しくできたふれあいサロンから、「近くで活動する他のサロンと交
流したい」とご相談いただいたことをきっかけに、西新井地域で活動するサロンに声
をかけ、5 つのサロンのスタッフで情報交換を行うことになりました。
日ごろのサロン活動の様子や、課題と感じてい
ることなどについて話し合いを行う中で、
「地域の
方にもっとサロンを知ってほしい」という思いを
共通して持っていることが分かりました。
「地域に向けたサロン活動のＰＲイベントをみ
んなでやりましょう！」と意見がまとまり、開催
に向けて毎月 1 回、イベントの打ち合わせを行い
ました。
初めての試みでしたが、多くの地域住民に参加いただき、「参加してよかった」「サ
ロンの内容が分かった」などの感想を多数いただきました。今後も西新井地域のふれ
あいサロンで連携して、地域に向けた取り組みを行っていきたいと考えています。

紹介

サロンスタッフや参加者が、
自分たちの活動をステージで紹介

紹介

ブースに分かれて、サロンの
ミニ体験や、個別相談を行う

【日時】平成 29 年 11 月 8 日（水）午後 1 時～午後 4 時
【場所】医療法人社団大和会

大内病院

講堂

【主催】西新井地域ふれあいサロン
（大人の隠れ家銀木犀、サロンあじさい、チューリップ、西新井いきいきサロン、若松さんち）
【協力】大内病院東京都認知症疾患センター、地域包括支援センター西新井、足立区社会福祉協議会
【参加者】131 名（スタッフ含む）
平成 30 年度からの取り組みは【104 ページ】へ
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３

平成 29 年度のまとめと
平成 30 年度の課題
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平成 29 年度の課題に対する取り組みの結果
（１）中間評価の実施
第 2 次足立区地域福祉活動計画（以下、
「計画」）は 6 年間の計画であり、平成 29 年度に
中間評価を行いました。
中間評価は、①計画のモニタリング機関である地域福祉研究委員会への報告と意見交換、
②足立区社協発展・強化計画に基づく事業の進捗状況、③足立区社協職員による自己評価
の 3 つの方法により実施し、報告書にまとめました。

（２）「進め！あだちプロジェクト」取り組み内容の具体化
平成 29 年度に行われた地域福祉研究委員会では、
「進め！あだちプロジェクト」
（3 ペー
ジ）の 3 年間の取り組みについて中間評価を行うとともに、地域で多様な活動をしている
委員の皆さんと一緒に、活動を発展させるために必要な取り組みについて検討・意見交換
を行いました。
これらの結果を踏まえ、
「進め！あだちプロジェクト」の各プログラムについて、後期 3
年間で取り組む内容を具体化した「後期アクションプラン」を策定しました（右ページ及
び 101 ページ～104 ページ参照）。

（３）足立区社協の支援体制（地区担当制）の充実
地域住民等の活動への参加を促進するため、足立区社協では平成 24 年度からすべての常
勤職員による地区担当制を導入しています。
制度導入から 6 年の間に業務内容も職員も変わってきたため、平成 29 年度は職員研修に
より職員の認識の統一を図り、業務の見直しのための検討を行いました。
職員研修では、全常勤職員を対象として地区担当制業務の経過の振り返りや業務の確認
を行いました。さらに中堅職員対象の研修では、他区社協職員を招いて先進的な取り組み
を学び、足立区社協における地区担当業務のあり方について意見交換を行いました。
リーダー会（主に課長級職員）では業務の課題を整理し、改善するための新たな業務の
内容を検討しました。
平成 30 年度からの地区担当制業務は、特に若手職員の育成・活用を念頭に主査以下を中
心としたグループを編成し、下表の通り業務を行います。
職

層

主な業務

主に

福祉学習

中堅職員

懇談会支援

主に

アセスメント

新任職員

活動の周知

具体例
・福祉出前講座の提供
・研究委員会への出席、活動支援
・地域福祉活動フォーラムの企画・開催支援
・活動取材（リポート、フェイスブック）
・課題分析
・かわら版の作成・周知
24

平成 30 年度の取り組み
平成 30 年度は、「進め！あだちプロジェクト」後期アクションプランの実現に向けて
それぞれのプログラムを推進して参ります。

（１）その１「地域の情報、発信・共有」プログラム

ささえあいリポーターの活動の充実
住民自身が地域の活動を伝える「ささえあいリポーター」の活動の幅を増やし、発信の
機会を増やすため、従来の「地域活動リポート」に加えて、足立社協の広報紙等へも記事
を掲載します。
また、リポーター同士が楽しく活動できるよう、まちあるき取材やイベントの合同取
材などリポーター同士の仲間づくりを支援します。

（２）その２「活動への参加促進」プログラム

活動団体による企画会議の立ち上げ
平成 29 年度にボランティア団体やＮＰＯ、地域活動を支援する事業者等による交流会
を実施し、地域住民の活動への参加促進について意見交換を行いました。その中で、
「こ
こあだちカレッジ」等の地域デビュー講座と連動して、団体活動のＰＲや体験機会の提
供ができると効果的ではないか、といった意見が寄せられました。
平成 30 年度はこのような取り組みを実現するため、活動団体と一緒に企画会議を立ち
上げ、講座受講者が多様な地域の活動団体と連携・協働できるような企画を実施します。

（３）その３「小地域、みんなで連携」プログラム

地域福祉活動フォーラムの開催
小地域における様々な福祉課題に対して、住民の取り組みを底上げしていくために、
「地域包括ケアシステム」や孤立防止の取り組みとも連動しながら、団体や住民のネッ
トワークをつなぐ支援を行います。
地域の活動者同士が交流したり活動を発表し合う場として、後期アクションプランで
は 3 年間のうちに各地域で地域福祉活動フォーラムを開催する予定です。
具体的には、地域福祉研究委員会のメンバーを中心に、多様な団体が集えるフォーラ
ムの企画を社協地区担当職員が支援していきます。そのノウハウを共有するために、平
成 30 年度は全体でフォーラムを 1 回開催します。
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４

ささえあい活動事例集

ここに掲載した事例は、平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月
31 日の間に、足立区社協「ささえあいブログ」に掲載した「地
域活動リポート」（7 ページ）をまとめたものです。
足立区社協ささえあ
いブログ QR コード

団体の名称・情報は、取材当時のものです。現在は、変更になっている場合が
あります。
本冊子にまとめるにあたり、
「ささえあいブログ」掲載時の文章を一部変更した
箇所があります。
事例に関するお問い合わせは、以下へお寄せください。
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
電話

03-6807-2460

Fax

03-5681-3374

27

事例の地区分類について
事例は、地域包括支援センターのブロック別に収録しています。
地域包括支援センターは、足立区から委託を受けた公的な高齢者の総合相談窓口です。
区内 25 か所に設置された地域包括支援センターは、担当地域により、5 つのブロック（中
部、千住、東部、西部、北部）に区分されています。

「ささえあいリポーター」作成の記事について

このマークが入った記事は、区民記者「ささえあいリポーター」
（16 ペ
ージ）が作成した記事です。
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事例集の目次
【中部】

（取材日順）
タイトル

分類

取材地

頁

カフェほほ笑み 地域包括支援センター本木関原／ゆっ
くりと時間が流れるカフェスペース

交流する

関原

33

地域を
知る

梅田

34

ふれあいサロン“サロンそよ風”／包括のらくらく教室
が終わったら…自分達で居場所づくり

交流する

梅島

35

社会福祉法人からしだね／「じぃじハウス・ばぁばキッ
チン」（子ども食堂）

交流する

梅田

36

足立区社会福祉法人連絡会・社会福祉法人親隣館／社会
福祉法人が手を取りあって作っていく子どもの居場所

交流する

梅田

37

ボランティアグループ「フラワーズ」・イオン西新井店
／イベントスペースを活用して地域住民が集まれる場へ

解決する

梅島

38

絆のあんしん協力員・ボランティア／梅田クラブ～懐メ
ロライブ～

活躍する

梅田

39

ふれあいサロン“梅田男談サロン”／趣味から地域活動
へ Step up!

地域を
知る

関原

40

地域包括支援センター中部ブロック／地域（あだち）の
課題はみんなで解決

解決する

梅島

41

ふれあいサロン“ニコニコサロン”／にこにこ笑顔で元
気に 10 年！！

解決する

中央本町

42

ふれあいサロンフェスタ／14 団体がエントリー
交流を促進

活躍する

中央本町

43

交流する

関原

44

あだち防災プロジェクト／親子で防災！

区民

本木関原住区センターでの健康体操クラブ／毎日の体操
で健康増進と交流

【千住】

（取材日順）
タイトル

分類

取材地

頁

宮城第三団地・健康推進員・地域包括支援センター新田
／学んで交流できる憩いの場

交流する

宮城

45

子どもの居場所づくりイベントを企画する「プランナー
ミーティング」／Kids サロンあだち「プランナーミー
ティング」

地域を
知る

日ノ出町

46

ふれあいサロン“サロンファーコス千住桜木”／薬剤師
さんとのふれあいサロン

交流する

千住桜木

47

29

タイトル

分類

取材地

頁

認知症地域支援推進員・主任介護支援専門員・帝京科学
大学／認知症の方をやさしく支えられるまちを目指して

活躍する

千住桜木

48

のびのび親子ひろば“りぼん”／小学生も大活躍！りぼ
んの夏祭り

交流する

新田

49

足立区社会福祉協議会／ボランティアスクール「ふれあ
いサロンの始め方講座」

活躍する

日ノ出町

50

ちから会／みんなでちからを出そう！「ちから会」

活躍する

千住中居町

51

都営新田一丁目アパート自治会／心地いい居場所づくり

交流する

新田

52

あけぼの会／継続 14 年！体操とコーヒーとおしゃべり
の時間

交流する

千住曙町

53

ふれあいサロン“おだいサロン”約 10 年ぶりにふれあ
いサロンができました

解決する

小台

54

千住未来会 SeArch・北千住マルイ／リハビリ職が買い
物を支援「シニパラショッピングツアー」

活躍する

千住

55

千住花＊花会（せんじゅ
いっぱいにしよう

活躍する

千住

56

あだちサンタウォーク実行委員会／子どもたちの夢を応
援するチャリティーイベント あだちサンタウォーク

地域を
知る

千住

57

千住男男キレイ隊／公園清掃で男性が輝く、まちも輝く

解決する

千住

58

はなはなかい）／まちを花で

【東部】

（取材日順）
タイトル

分類

取材地

頁

六ツ木診療所／六ツ木診療所の取り組み「グリーン・カ
フェ」

交流する

六木

59

佐野地域学習センター／心豊かに暮らせる地域を作るこ
とを目指して

活躍する

佐野

60

六ツ木診療所／事業所が作る「学びの場」「男性の交流
の場」

交流する

六木

61

ＵＲ都市機構 大谷田一丁目団地／ふらりと立ち寄って
のんびり過ごせる地域の居場所

交流する

大谷田

62

社会福祉法人清仁会隅田学園／施設が地域をひとつにす
る取り組み（地域における公益的な取組み）

交流する

中川

63

自主サークル「げんきに歩こう会」／女性だけでなく男
性も輝く会を目指して

地域を
知る

綾瀬

64

社会福祉法人あいのわ福祉会綾瀬あかしあ園／地域との
交流や障がい者の活躍の場を目指して

地域を
知る

綾瀬

65

30

タイトル

分類

取材地

頁

地域包括支援センター中川 絆のあんしんネットワーク
連絡会／地域を知って歩いて、いろんなお宝がザックザ
ク‼

地域を
知る

中川

66

東綾瀬子ども食堂／「できること」を「できる時」に
笑顔があふれる子ども食堂

活躍する

東綾瀬

67

オレンジカフェ連絡会／事業所同士で繋がって、地域の
高齢者のために！

解決する

佐野

68

ボランティアグループ“あひる会”／作り続けて 30
年。優しさと気配りにあふれたお弁当

活躍する

西綾瀬

69

六木四丁目町会／サロンを通して見えた課題から新たな
展開へ

解決する

六木

70

ボランティアグループ“ひまわり介護会”／地域の中で
住民のための健康づくりを

解決する

西綾瀬

71

社会福祉法人あいのわ福祉会 足立あかしあ園／小さな
きっかけから生まれる・広がる地域交流

交流する

弘道

72

むつみ会・ぷらちなくらぶ・綾瀬あかしあ園／「あやせ
もりのこうえん」クリスマス会

交流する

綾瀬

73

【西部】

（取材日順）
タイトル

分類

取材地

頁

地域を
知る

本木南町

74

ふれあいサロン“7 丁目サロン”／和気あいあいな憩い
の場がスタートしました

交流する

入谷

75

ふれあいサロン“サロンなごみ”／大いに笑って、踊っ
て「サロンなごみ」スタート

交流する

鹿浜

76

ふれあいサロン“ユリノキ”／いつまでも歩けることを
目指します

交流する

舎人

77

ふれあいサロン“西新井いきいきサロン”・“若松さん
ち”／「みんなの食卓」～地域の大人と子どものつなが
りづくりを目指して～

交流する

西新井

78

江北生協診療所／私たちの街を皆でつくる

地域を
知る

江北

79

ふれあいサロン“こぢや橋サロン”／こぢや橋サロンに
「マムちゃん」訪問！！

地域を
知る

古千谷本町

80

社会福祉法人白寿会 特別養護老人ホームプレミア扇／
地域と一体感あふれる交流イベント

交流する

扇

81

西新井地域ふれあいサロン／つながる！広がる！西新井
地域ふれあいサロン交流会

交流する

西新井

82

ふれあいサロン“ばあばサロン”

31

タイトル

分類

取材地

頁

ふれあいサロン“サロンみのり”／長年の思いを実現！
地域の憩いの場作り

解決する

本木北町

83

いちかポケットの会／地域と連携 子ども食堂「いち
か」

解決する

鹿浜

84

【北部】

（取材日順）
タイトル

分類

花畑地域学習センター・地域包括支援センターはなは
た・花畑あすか苑・レイモンド花畑保育園・社会福祉協
議会／地域でボラ活！輝く!セカンドライフ応援プロジ
ェクト

活躍する

花畑

85

ゆうあいの郷 六月／地域に開かれた喫茶室「喫茶 気ま
ぐれ」

地域を
知る

六月

86

まつりか子ども食堂／こだわりの子ども食堂、ついにス
タート！

解決する

東保木間

87

特別養護老人ホーム
できる場に

活躍する

花畑

88

活躍する

一ツ家

89

スマイル・エイジングパートナー／食事をしながら地域
交流「ちびっこどんぶり」

交流する

一ツ家

90

ふれあいサロン“ひつじ”／世代を超えた交流の場を目
指す、ふれあいサロン

交流する

平野

91

桑袋団地自治会・足立特別支援学校／恋する～♪ダンス
で、地域と生徒の絆深まる

交流する

花畑

92

男の台所／男性限定料理教室「男の台所」

解決する

伊興本町

93

活躍する

西保木間

94

花保フェスタ実行委員会／中学生がつなぐ、あだちと熊
本のかけ橋

活躍する

南花畑

95

男ボラ粋生き倶楽部／街歩きで“新たな出会い・発見・
つながり”の構築

地域を
知る

伊興

96

社会福祉法人あだちの里 竹の塚福祉園／花壇の自主管
理で地域貢献「生きがいプロジェクト」

活躍する

竹の塚

97

竹の塚ラジオ体操会／ラジオ体操から広がる地域の輪

解決する

竹の塚

98

地域を
知る

西伊興

99

メモリーカフェ
ズボランティア

花畑あすか苑／特養を地域で活躍

ひとつや／思いやりの心を育む、キッ

歯っぴぃ会／渕江住区センターで「スマイルアップ
だち☆ちゅうりっぷ体操」

あ

西伊興住区センター／毎朝の体操でさわやかな１日のは
じまり
32

取材地

頁

【関原】

交流する

カフェほほ笑み（地域包括支援センター本木関原）

ゆっくりと時間が流れるカフェスペース
気軽に立ち寄れるカフェスペース
今回は、地域包括支援センター本木関原が
開催している「カフェほほ笑み」に伺いまし
た。
「カフェほほ笑み」は認知症カフェ（※）
として、平成 27 年 11 月にオープンし、認
知症の人とその家族の方々にとって憩いの
場となっています。

自由な雰囲気の中でマイペースに
「飲み物・お菓子セット」は 50 円でおかわり自由です
「カフェほほ笑み」は、自由に出入りがで
きます。取材当日はお茶を飲みながらおしゃ
べりを楽しんだり、お手玉などの懐かしい遊
びに熱中するなど、参加者の方々が自分のペ
ースでゆっくりと過ごしていました。お弁当
持参で来る方もいらっしゃるそうです。ま
た、「カフェほほ笑み」を通じて 60 年ぶり
（！）の再会を果たした方もいました。
ボランティアの方々によると、デイサービ
スに行きたがらなかった方が、「カフェほほ
笑み」に参加したことをきっかけに、デイサ
ービスに行って楽しく過ごすようになった
自由な雰囲気の中、
ゆっくりと時間が過ぎていきます
ということもあったそうです。
「この自由な雰囲気が良いのかもしれないですね。認知症に不安のある方やその家族の
交流の場として、参加者の“ほほ笑み”が増えていってほしい」と包括職員の上原さん。
参加を希望される方は、地域包括支援センター本木関原（TEL:5845-3330）までご相
談ください。

取 材 日

平成 29 年 3 月 28 日（火）

参加者数

21 名（取材時）

取材メモ

参加のきっかけは様々ですが、ある女性の参加者からの「うちにいるよ
り、みんなの顔を見る方が良い」との感想が印象的でした。

取 材 者

髙橋啓祐、加納景子（社協・第 4 グループ）

従事職員

2名

※「認知症カフェ」とは、認知症の人やその家族が、地域の人や専門家と相互に情報を共
有し、お互いを理解し合う場のこと（厚労省『新オレンジプラン』から抜粋）。
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【梅田】

地域を知る

あだち防災プロジェクト

親子で防災！
子ども連れ歓迎の企画
梅田の「バンビ保育園」にて、親子で防災意識
を高めようというイベント「親子で防災！」が開
催されました。
「あだち防災プロジェクト」の代表
の鈴木圭子さんは「バンビ保育園」の代表でもあ
り、小さい子ども連れでも参加しやすいように、
保育園で防災食を食べる企画を考えたそうです。
参加者は、
「バンビ保育園」の卒園生とその親御さ
んを中心に集まりました。

右：あだち防災プロジェクト代表 鈴木圭子さん
左：子育てパレット代表 三浦りささん

日頃の備えを振り返る
前半は「NPO 法人子育てパレット」代表の三
浦りささんによる、乳幼児がいる家庭の災害準備
講座、後半は非常食の試食が行われました。発災
直後の混乱下では、アレルギー対応が必要な子ど
もへの配慮が行き届かない恐れがあり、保育園で
はアレルギー27 品目不使用の非常食を準備して
いるそうです。試食の際には「おいしい」との声
や、夢中で食べる子ども達の姿がありました。
参加者の方にお話を伺うと「子連れで参加でき
専用の袋に非常用発熱剤と加熱袋を入れる
てよかった」「東日本大震災後に備蓄をしたけれ
と、30 分で温かい非常食が出来上がります
ど、賞味期限が切れてしまい、防災への意識を改
めるいい機会になった」とのお話がありました。
「あだち防災プロジェクト」では、7 月に防災マップ作成、秋に防災運動会を企画して
いるそうです。今回の「親子で防災！」をきっかけに、子育て中の家族同士が交流し、防
災意識がさらに広がっていくことが期待できました。
取 材 日

平成 29 年 6 月 25 日（日）

参加者数

大人 9 名、子ども 11 名

取材メモ

子連れでも気兼ねなく参加できるイベントということで、講座中子ども達
は自由に遊び、試食では親子で味わっていたのが印象に残りました。

取 材 者

阿部裕美（社協・第 3 グループ）

従事職員
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1名

【梅島】

交流する

ふれあいサロン“サロンそよ風”

包括のらくらく教室が終わったら…自分達で居場所づくり
らくらく教室後の居場所
「サロンそよ風」は平成 29 年 1 月に立ち
上がったサロンです。毎月第 2、4 週の日曜
日に有料老人ホーム「足立ケアコミュニティ
そよ風」の 1 階をお借りし、サロン活動を行
っています。
基幹地域包括支援センター主催の「らくら
く教室」終了後、体操や知り合いになった方々
との交流がなくなってしまうことを懸念した
住民の皆さんが中心となり、集いの場を立ち
上げました。「足立ケアコミュニティそよ風」
まずは体操！皆で一緒に体を動かします
の地域貢献の思いから会場をお借りすること
ができました。サロンの内容は体操、折り紙、歌など盛りだくさんで、サロンに参加して
いる人が体操の先生や折り紙の先生になって教えています。

夏まつりを開催
立ち上げから 6 ヵ月が経過し、スタッフが
参加者へ感謝の気持ちを込め、イベント「夏
まつり」を開催しました。通常のプログラム
とは異なり、ゲームやカラオケ大会が行われ
ました。ビンゴゲームの景品は、スタッフが
各自宅から景品になるような物品を持ち寄
り、可愛くラッピングをしていました。
ビンゴが揃った人は、景品選びを笑顔で楽
しむ様子がみられました。最後に皆で「サロン
そよ風」の歌を合唱し終了となりました。参加
者もスタッフも楽しみ、イベントは大成功で
した。

ビンゴゲームの景品選び

取 材 日

平成 29 年 7 月 9 日（日）

参加者数

31 名

取材メモ

立ち上げから早 6 ヵ月、スタッフが協力してサロンを運営しています。
今後も楽しいイベントを考えていくそうです。

取 材 者

桑原清美（社協・地域福祉課）

従事職員

35

1名

【梅田】

交流する

社会福祉法人からしだね

「じぃじハウス・ばぁばキッチン」
（子ども食堂）
地域の子どもたちのために、みんなで力を合わせる
梅田 7 丁目にある「うめだ・あけぼの学園」で、8 月
の 21 日と 22 日の 2 日にわたり、子ども食堂が開か
れました。この 2 日間は、本格実施に向け、試験的に実
施されたものです。昨年 9 月まで保育所として使われて
いたスペースを利用して、午前 10 時から午後 3 時ま
で、延べ 36 名の子どもたちと音楽や遊び、食事を楽し
みました。スタッフは、社会福祉法人からしだね（春見
靜子理事長）の有志の方々と 10 地区民生・児童委員（川
上重昭会長）の 26 名が交代で道に立ち、子どもの誘導
や食事づくり、受付、学習支援などをしました。元々、
「じぃじハウス・ばぁばキッチン」の立上げのきっかけ
民生・児童委員の皆さんは、
は、民生・児童委員の川島さんが「地域の子どものため
割烹着を着て食事作り
におじいちゃん、おばあちゃんの家として子ども食堂を
居場所として作ってあげたい」と春見理事長に相談したことが始まりだそうです。

美味しい食事と音楽や遊び
この日のメニューは、予想以上の参加者にも関わ
らず、おいなりさんや鶏の唐揚げ、大学芋など、子
どもたちが大好きなメニューが盛りだくさん。食材
や使用する食器、おもちゃなどは寄付により集ま
り、多くの方々の力も注がれました。
食事の後は、ボランティアのウクレレに合わせて
歌を歌ったり、将棋や宿題など、各々好きなことを
して過ごしました。参加されたお母さんのなかには
「子育ての不安な気持ちや悩みを聞いてもらえて、
親子参加の方もたくさんいらっしゃいました
少し楽になりました。」と涙ぐむ姿も。子どもたちか
らは「珍しい楽器があってうれしい。ごはんもみんな美味しかった」という元気な声もあ
り、みんなの思いがぎゅっと詰まった、笑顔あふれる食事会となりました。
取 材 日

平成 29 年 8 月 21 日（月）

参加者数

36 名（参加児童）

取材メモ

「じぃじハウス・ばぁばキッチン」は、スタッフ一人ひとりの思いが込め
られた温かい地域の場になっていました。今後の動向が楽しみです。

取 材 者

中村里香（社協・第 3 グループ）

従事職員
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4 名（社協職員）

【梅田】

交流する

足立区社会福祉法人連絡会・社会福祉法人親隣館

社会福祉法人が手を取りあって作っていく子どもの居場所
地域公益活動のモデル事業として
多様化、複雑化する困難な福祉ニーズや制
度の狭間の問題等に社会福祉法人が連携し、
それぞれの持つ力を活かして取り組んでいく
ことを目的に「足立区社会福祉法人連絡会」
が 8 月 31 日に設立されました。
連絡会の取り組みのひとつに、足立区の子
どもの貧困対策実施計画と連動、補完し合う
形で子どもの居場所づくりが掲げられていま
す。その居場所づくりを本格的に進めていく
ために、8 月 22 日から 26 日の 5 日間にわ
たり、社会福祉法人親隣館が所有する一軒家
を活用して、子ども食堂「おれんちハウス」
が試験的に開催されました。

午前中は夏休みの宿題を行います

秘密基地のような楽しい場所に
子ども達は夏休みの宿題を持参し、スタッ
フの田中さんに作文の書き方を教えてもらう
子、ドリルを行う子それぞれです。
お昼ご飯はカレーライス、スープ、デザート
と手作りの昼食を皆で食べ、
「また、明日もあ
るの？」と子ども達。
「明日も来ようかな」
「明
日はカルボナーラのスパゲティがいいな」と
リクエストも。食後はビデオを見たり、本を読
んだり、まさに名前のとおりの「俺の家（おれ
んち）」のように楽しく過ごせる場所となって
渡辺さん手作りのカレーライスを皆で食べます
いました。
今はモデル事業ですが、今後の活動が楽しみです。
取 材 日

平成 29 年 8 月 22 日（火）

参加者数

10 名

取材メモ

スタッフの優しい思いを感じられる温かい場所でした。渡辺さんが作る日
替わりの昼食がとても美味しそうでした。

取 材 者

桑原清美（社協・地域福祉課）、高橋祐治（社協・法人改革担当課）

従事職員
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2名

【梅島】

解決する

ボランティアグループ 「フラワーズ」
・イオン西新井店

イベントスペースを活用して地域住民が集まれる場へ
懐かしい音楽と歌が会場に響き渡りました
この日「イオン西新井店」では、ボランティ
アグループ「フラワーズ」による音楽の披露が
ありました。「今日は来てくれた皆さんが主役
です。私たちの音楽に合わせて一緒に歌ってく
ださい」という声掛けの後、
「われは海の子」か
ら始まりました。楽曲は「浜辺の歌」など懐か
しい歌ばかり。メンバーの吉河さんによるフル
ートとウクレレの音楽に合わせて、15 曲もの
歌が披露されました。
参加者にお話を聞くと、「久しぶりにこんな
に声を出したわ。どれも知っている歌で、とても嬉しかった。来てよかったわ」と、満面
の笑顔で答えてくれました。
終わった後は、「フラワーズ」の皆さんと記念撮影する方も。「イオン西新井店」の高野
課長は、「来て下さった方が参加し、楽しめる企画を考えていきたい。」とおっしゃってお
り、今後の意気込みが伝わってきました。

イオン西新井店の取り組み
「イオン西新井店」では、7 月から 4 階にイ
ベントスペースやコーヒーなどを楽しめる休
憩スペースを設け、地域住民が自由に過ごせる
場所を作りました。地域の高齢者や子育て中の
お母さん、子どもたちの交流の場になればと毎
日内容を変え、イベントを開催しています。
例えば、
「ふれあいサロン」の一つである「の
びのび親子ひろば“かわいいあひるの子”」にス
ペースを貸出したり、高齢者向けの介護予防体
操を行ったりと様々な工夫をしています。
「イオン西新井店」では、随時イベントスペースでの活動希望者を募集しています。
取 材 日

平成 29 年 8 月 29 日（火）

参加者数

35 名

取材メモ

買い物後ふらっと立ち寄れる、地域の居場所の新しい形です。イベントス
ペースや休憩スペースの活用について、今後の発展が楽しみです。

取 材 者

中村里香（社協・第 3 グループ）

従事職員
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2名

【梅田】

活躍する

絆のあんしん協力員・ボランティア

梅田クラブ

～懐メロライブ～

男性が活躍できる場所を地域に創設する
「男性が活躍できる場所を作りたい！」と
包括センター関原の絆のあんしん連絡会で
あんしん協力員さんが協議し、
「梅田クラブ」
が発足。「梅田住民の、梅田住民による、梅
田住民のための手創りの音楽会」。沢山の梅
田地域の男性の協力を得て、8 月 30 日に第
1 回懐メロライブが梅田地域学習センター
のホールで開催されました。
7 月の「梅田通あった会」のパトロールで
町会の皆さんにお誘いをかけ、当日は男性
55 名、女性 77 名、総勢 132 名の参加と
なりました。

手前のグリーンのベストを着用している方は、
今回の懐メロライブ開催に力を発揮された
「梅田男談クラブ」の方たちです

懐かしいあの時代にタイムトリップ
今回の懐メロライブのために結成された
「梅田プラムズ」。そのバンド演奏に合わせ
て、昭和 24 年の「青い山脈」から昭和 52
年の「北国の春」等、沢山の曲目と懐かしい
映像とともに、
「青春時代を思い出しながら
楽しんでください」とあんしん協力員さん
の素敵な声のナレーションに誘われるよう
に手拍子をし、歌を歌って楽しんでいまし
た。
最後の曲目が終わると、別れを惜しむよ
うに、会場からは「アンコール！！」の嵐。
会場のすべての人が一体となった、とても
素敵な会となりなした。

「コープ野村ウクレレサークル」によるウクレレ演奏と、
「マヒプア」によるフラダンスのコラボ。
どちらも地域密着型のサークルです

取 材 日

平成 29 年８月 30 日（水）

参加者数

132 名

取材メモ

ライブに参加された皆さんの素敵な笑顔、歌い声が会場いっぱいに広がり
取材をしながらも一緒に歌い楽しいひとときを過ごすことができました。
これからも積極的に男性が参加できる催しが開催されそうです。

取 材 者

野口弘美（社協・第３グループ）

従事職員

39

1名

【関原】

地域を知る

ふれあいサロン“梅田男談サロン”

趣味から地域活動へ Step up!
体力面の測定値は現状維持が目標です
平成 29 年 10 月、「梅田男談サロン」の会場では、
体力測定が行われました。
「記録が少し伸びた！」
「前回
は、良かったのに・・・」と参加者の体力測定の結果は
様々のようです。
今回の測定は、３カ月前と同じ内容で実施し、参加者
の体力に変化があるのかを確認をしたものです。
多くの方の体力測定結果は、目標どおりの現状維持だ
ったようです。その中でも数名は、記録が伸びていまし
た。まさにこの「サロン」の参加が効果ありと証明して
くださいました。
開眼片足立ちに挑戦中

活動面では、次の一手を考えています
測定を終えるといつものサロンに戻り、健康
マージャンが始まります。
今回の参加者は、全員男性で 23 名でした。
参加者数が徐々に増えています。各台では元気
な声と笑顔が飛び交っており、自然と会話が続
いていきます。
代表の堀口さんからは、「こんなに男が話す
場所は、なかなかないよ」「マージャンだけで
なく、このサロンは社会貢献を考えたい」と力
おやじギャグ連発で大盛り上がり！
強いお言葉を頂きました。
今後は、このメンバーで地域のゴミ拾いや高齢者への見守り活動等も検討しているそう
です。さらに、平成 30 年 2 月に実施予定のサロンフェスタにも体験コーナーとして出
展を考えており、活動を紹介したいとのことです。
取 材 日

平成 29 年 10 月 17 日（火）

参加者数

23 名

取材メモ

当日も新たな参加がありましたが、とても優しく迎え入れ、初めての参加
者にしっかりフォローしていました。このような頼もしい男性達が活躍し
ていける地域を支援していきたいと思った取材者でした。

取 材 者

久米 薫、桑原清美、結城宣博（社協・地域福祉課）

従事職員
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3名

【梅島】

解決する

地域包括支援センター中部ブロック

地域（あだち）の課題はみんなで解決
ごみ出し困難から孤立死に至ることも・・・
平成 29 年 12 月、地域包括支援センターが主
催し、地域住民や介護事業者、医療機関、行政な
どが集まり、地域の課題解決のために会議（地域
ケア会議）を行いました。今回の課題は「ごみ出
しに困難を抱える高齢者の現状と対応について」
です。
参加者からは様々な立場の意見が飛び交い、2
時間の会議はあっという間に終了時間となりま
した。

参加者からの意見をボードで発表！

ごみが出せない人の現状について主な意見
・ごみが出せない人には、色々な事情が。何らかの病がある方も。
・外に出られず、ごみがたまり、火事の危険や異臭などの近隣トラブルも！
・孤立死の方の中には、ごみ屋敷化している場合も多い。
・他人ごとではなく、地域全体の課題だと思う。

協創で足立区らしい地域の見守り！
今回の会議では「ごみ出し困難者への支援
は、地域全体の課題である」「いつまでも行
政だけに頼ってはいけない。まずはできるこ
とをこの地域で考えていこう」など前向きな
意見が多く出ていました。
地域住民、事業者、介護・医療機関、行
政、社協などが「ともにつくる」安心して暮
らせる地域にするため、今後も検討を続ける
こととなりました。この会議は各地域包括支
援センターで定期的に実施しています。

地域のためにできることを検討中！！

取 材 日

平成 29 年 12 月 6 日（水）

取材メモ

安心して暮らし続ける足立区を目指して地域で検討が続いています。社協
もその取り組みを全力で支援していきます。

取 材 者

久米薫、結城宣博（社協・地域福祉課）
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参加者数

14 名

【中央本町】

解決する

ふれあいサロン “ニコニコサロン”

にこにこ笑顔で元気に 10 年！！
仲間とともに立ち上げた居場所
代表の小宮山さんの自宅で、10 年前に「ニコ
ニコサロン」が始まりました。
当時、ご主人を亡くし気分が落ち込んでいた
小宮山さんに、地域包括支援センターの職員か
ら地域の高齢者のためにサロンを作りません
か？と声がかかりました。
「地域のみんなのため
にやってみよう」とスタッフ 3 名で毎月 2 回実
施する「ふれあいサロン」を立ち上げました。
当時は食事の提供もしていたそうです。
参加者とスタッフが増えたため、皆さんが入
れるようにマンションの集会室にて開催するよ
うになりました。

代表の小宮山さんとスタッフの皆さん

笑って帰ってもらう場でありたい
平成 30 年 1 月 17 日（水）に、
「ニコニコサ
ロン」10 周年記念の会が行われました。小宮山
さんと関係機関の挨拶の後、出張歌声喫茶を行
っている、「あだち団塊ネット『サエラ』」さん
のリードで、参加者全員で唱歌や懐メロを歌い、
楽しい 10 年のお祝いになりました。
「ここに来て、皆で笑って過ごすことが健康
の秘訣です」と、80 代男性からお聞きしまし
た。小宮山さんに感想を伺うと、
「10 年継続す
10 周年は歌って盛大に
ることは大変なこともありましたが、サロンを
楽しみにバスで来てくれる人もいます。皆さんに楽しんで帰ってもらうことは最高にうれ
しいことです。スタッフみんなで協力して続けることができました」と、スタッフの連携
の良さも長続きの秘訣ということが分かりました。
取 材 日

平成 30 年 1 月 17 日（水）

取材メモ

10 周年おめでとうございます。参加者の笑顔を第一に考える素敵なサロ
ンが続いていくことを願っております。11 年目に入る「ニコニコサロン」
さんのご活躍が楽しみです。

取 材 者

桑原清美（社協・地域福祉課）

42

参加者数

49 名

【中央本町】

活躍する

ふれあいサロンフェスタ

14 団体がエントリー

区民交流を促進

子育て不安を解消、高齢者の外出を誘う居場所づくり
出展団体
開催場所
活動内容
足立区社協は、足立区役所庁舎ホール
梅⽥男談サロン
地域包括⽀援センター関原会議室
健康⿇雀ほか
江北4丁⽬アパート集会室
体操・おしゃべり
で、第 1 回「ふれあいサロンフェスタ」を 江北らくらく体操
⻄新井いきいきサロン
介護⽤品の店いきいき
おしゃべり・⼿芸⼯作
ドラムサークル・体操
開催した。区内に 117 カ所ある「ふれあ ⼤⼈の隠れ家 銀⽊犀 銀⽊犀⻄新井⼤師
いきいきユメロード
聡明館
おしゃべり・⼿品・脳トレ
いサロン」の内、14 団体がエントリー。 かわいいあひるの⼦
イオン⻄新井店
幼児向けお話会・リトミック
りぼん
ハートアイランド新⽥三番街集会所 地域の親⼦を対象とした交流
降雪の影響で 13 団体が出展し、模擬体験 みらいハウスおうちごはん みらいハウス
ごはんイベント・親⼦交流
いこう！ふれあいサロン ⽵の塚ハイツ集会室
おしゃべり・⼯作
や作品展示を行った。儘田政弘事務局長
原ことぶきサロン
代表者宅
おしゃべり・塗り絵
めだかの学校
特別養護⽼⼈ホームハピネスあだち 絵⼿紙・書道
は、幅広い世代の居場所づくり、安心して おしゃべり広場
おじゃんせ集会室
おしゃべり・ゲーム・⼯作
そんぽの家S⾜⽴保塚
おしゃべり・お茶飲み
暮らせる街づくりでサロンはその役割を果 なかま茶家ひがくり
“スター”サロン
そんぽの家S扇東
おしゃべり・⼯作
たすという。
区内には子育ての仲間作りのためのサロン「のびのび親子ひろば」が 14 カ所あり、社
協が応援している。同フェスタでは、現役子育て世代の 3 団体が「のびのび親子ひろば」
を展開した。
「かわいいあひるの子」の浅見代表は、人とのコミュニケーションを通じて育
児不安を解消していく。
「りぼん」の佐藤代表は、赤ちゃんの手形づくりで、親同士の交流
が図れたという。
「みらいハウスおうちごはん」の渡部代表は、小さいお子さんにも安心な
家庭料理をワンコインで提供している。また仲間のデザイナーや編集経験者がチラシを委
託制作しており、仕事の創出とシェアを目指している。

男性だけで延べ 716 人／幅広い世代でころばん体操
「梅田男談サロン」の堀口代表は、男ばかりで
女性はいないと明るく語る。健康マージャンや
男の料理教室、カラオケなど平成 29 年度は 34
回開催し延べ 716 人が参加した。
一方、地域に根差した「江北らくらく体操」
の宮崎代表は、参加者に家から出てきてもら
う、引きこもり解消を目指す。「荒川ころばん体
操」や歌謡体操など運動と発声で心身をリフレ
ッシュしている。

出展者の交流で活気に溢れる会場

取 材 日

平成 30 年 2 月 2 日（金）

参加者数

105 名

取材メモ

今回の「ふれあいサロンフェスタ」は、降雪の影響
もあり出展者の交流が中心となったが、多くの区民
が集えるイベントに発展することを期待したい。
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取 材 者
齋藤嘉和（左）
小原和行（右）

【関原】

交流する

本木関原住区センターでの健康体操クラブ

毎日の体操で健康増進と交流
毎日の体操で健康増進！
本木関原住区センターで自主的に開催して
いる地域の活動「健康体操クラブ」に伺いま
した。健康増進と交流を目的に、月曜から土
曜の午前 9 時から 40 分間の体操が行われて
います。
この活動は、60 歳以上の方を対象に、平
成 9 年から約 20 年間！も続いています。現
在は代表の高橋さんを中心に、毎回 40 名位
の参加者が、歌謡曲などを取り入れた体操で
楽しんでいます。特にサンバを取り入れた体
操では、手持ちの道具を使いながら、軽快な
リズムに乗って楽しく体を動かしていました。

サンバのリズムで楽しい体操

体操を通じて広がる、友だちの輪
体操の後は、お茶を飲みながら参加者同士
で交流を図っています。体操で体も温まり、
自然と会話も弾みます。
60 代から活動を始めた方は、現在 80 歳
を超えており、「みんなと楽しむことが長く
続ける秘訣」とのこと。参加者からは、「体
操を通じて友だちの輪が広がって楽しい」、
「『ここに毎日来る』という気持ちが、外出
や社会交流につながっている」といった声が
聞かれました。
体操の後は、お茶を飲みながら交流

取 材 日

平成 30 年 2 月 21 日（水）

取材メモ

この活動が参加者の健康増進だけにとどまらず、友だちづくりや社会との交
流に発展しており、こうした地域に根差した交流の場が大切だと改めて実感
しました。代表の高橋さんによれば、男性の参加者がいらっしゃらないので、
男性の参加もお待ちしているとのことでした。

取 材 者

垣本善孝（社協・第 4 グループ）
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参加者数

40 名

【宮城】

交流する

宮城第三団地・健康推進員・地域包括支援センター新田

学んで交流できる憩いの場
さくら草の会「笑顔で交流」
「宮城第三団地」では、毎月第 3 月曜日午後
1 時から健康推進員が中心となり「さくら草の
会」が行われています。元々は 4 年前から小台
の住区センターで開催していましたが「通うの
が大変」という声に、身近な所で参加できるよ
う「宮城第三団地」集会室で開催することにな
ったそうです。今回は、ビデオを見ながらみん
なで体操を行ったあと、権利擁護センターあだ
ちの時枝主事を講師に迎え「老い支度について」
の講座がありました。成年後見制度を知っている方も数名おり「資料を読み込んで理解し
て、分からなかったら連絡します」と前向きな声も聞かれました。開始直後は 16 名でし
たが、ご夫婦で参加したり、友人を誘ってからくるなど続々と参加する方が増えていまし
た。
老い支度講座を聞いた後の午後 2 時からは、
地域包括支援センター新田の職員と健康推進員
が隔週で開催している「カフェみやぎ」がスター
ト。メニューをみて好きな飲み物を注文、お茶菓
子を食べながら談話をしたり、職員からの情報提
供などを行っています。「さくら草の会」と合同
開催して 2 回目とのことですが、
「お茶のみが楽
しくて来ている」「雰囲気がとてもよくみんなに
会うのが楽しみ」「毎月開催してほしい」と嬉し
い声が聞かれました。スタッフからは「何かあれ
ば地域包括支援センターの職員に相談もできる
ので、引きこもりがちな方にもぜひ参加してほし
い」と話していました。学んで交流できる憩いの
場に参加しとても楽しい時間を過ごせました。
取 材 日

平成 29 年 1 月 16 日（日）

参加者数

23 名

取材メモ

楽しい場であるため自分の地域でも開催してほしいと、見学に来ている
方もいらっしゃいました。
「さくら草の会」のように身近に交流や相談の
場が増えていけるといいなと感じました。

取 材 者

佐藤美穂子、長手裕子（社協・第５グループ）

従事職員
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2名

【日ノ出町】

地域を知る

子どもの居場所づくりイベントを企画する「プランナーミーティング」

Kids サロンあだち「プランナーミーティング」
子どもの居場所作りを目指したアイデアをしぼり出せ
現在、足立区社協では「Kids サロンあだち」とい
う子ども達が学校以外にも安心して楽しく過ごせる
居場所作りを推進しています。子どもが地域の学生
ボランティアなどと関わっていくことで「こんなお
兄さん、お姉さんになりたい」と思ってもらうことも
目的です。「Kids サロンあだち」では学生ボランテ
ィアだけでなく、ボランティアグループ、学校を含め
て多種多様な方々の協力で運営されています。
そんな中、今回は活動の学生ボランティアが集うイベントの企画会議「プランナーミー
ティング」を取材してきました。今後の活動に向けどのようなイベントを作り上げていく
かを大きな課題としています。

イベント作りに参加したきっかけをインタビューしました！
参加者の一人で学生ボランティアの若松彪馬さんに「なぜ子どもの
居場所作りに参加しようと思ったのか？」お聞きしました。
「元々は社協主催の U-25 ボランティアバスツアーに参加したこ
とがきっかけです。そこに集まった人達ともっと幅広い活動が出
来ないだろうか考えました。僕はボーイスカウトの経験があり、
それを活かした子ども達の居場所作りをしたいなと思ったんです」
「今はとにかく人材不足。一緒に活動を盛り上げてくれる仲間を
どのように増やしていけるかが悩みの種です。子ども達と触れ合
うことは自分自身の成長にも繋がり、多世代交流を通じて様々な
アイデアを生み出していけたら良いと思います！！」と力強く語っ
てくれました。

取 材 日

平成 29 年 3 月 21 日（火）

参加者数

5名

取材メモ

自分の経験を活かしながら勉強や工作、スポーツな
どを通じて多くの子ども達の教育に携われる事はと
ても良いことです。
やっぱり子ども達は皆と集まってワイワイすること
が一番良い環境になるのだなと思いました！！
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取 材 者
池田裕司
つるはしえみ

【千住桜木】

交流する

ふれあいサロン“サロンファーコス千住桜木”

薬剤師さんとのふれあいサロン
「サロンファーコス千住桜木」保険薬局が活動場所を提供
保険薬局が活動場所を提供し、営業店舗
の一画の活動スペースで平成 29 年 1 月に
「ふれあいサロン“サロンファーコス千住
桜木”」がオープンしました。「ファーコス
薬局千住桜木」（保険薬局）が地域の方々
のコミュニケーションの場となっていま
す。利用者の皆さんが運営にあたり、代表
の染谷邦子さん、世話役の松本さん、福田
さんを中心に、温かく気遣いがあり、薬剤
師さんと交流できるサロンでした。
取材日の前半は、薬学部 5 年の実習生か
薬の取り扱いについての学習会風景
らの薬局ならではの薬についての発表会が
あり、実習生のお話に皆さん真剣に聴き入っていました。実習生 2 名も分かりやすい説明
をしようと切磋琢磨していました。

健康情報を共有、笑顔がたえない皆さん
後半は、参加者全員での懇談会となりまし
た。最高齢の参加者（93 歳）から、「年 1
回の定期健診は欠かした事がない」と元気な
お話は、健康への強い思いに身の引き締まる
思いでした。「ファーコス薬局千住桜木」の
霜越千裕薬剤師からは、薬を上手に使った健
康長寿についての話がありました。また「フ
ァーコス薬局」ブロック長の岡本さんから
は、お薬手帳を 1 冊にまとめる大切さについ
てのお話もあり、お医者さんや薬局との付き
霜越薬局長（後列左）と実習生、前列中央は世話役
合い方や、生活に役立つ事柄について伺うこ
の染谷代表とお仲間に集合写真をお願いしました
とができました。自身のことを饒舌に語り、
人の話をよく聴き、そして笑談のたえないサロンでした。
取 材 日

平成 29 年 7 月 13 日（木）

参加者数

20 名(うち実習生 3 名、事業所スタッフ 2 名)

取材メモ

取 材 者

小原和行（本文）齋
「ファーコス薬局」は絆あんしん協力機関にも登録 藤嘉和 （レイアウ
し、地域住民のための事業所となっています。参加 ト）
者の皆さんの取材協力に感謝申し上げます。
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活躍する

【千住桜木】

認知症地域支援推進員・主任介護支援専門員・帝京科学大学

認知症の方をやさしく支えられるまちを目指して
区と大学と地域住民が協力して
足立区では、認知症地域支援推進員（以下、推進員）
が行う認知症高齢者支援事業の一環で、「帝京科学大
学」と連携して学生地域住民向けに認知症高齢者を支
える啓発授業を行っています。今年度は 2 日間にわ
たって「講座編」「声かけ訓練編」を実施しました。
「講座編」では推進員が講師となり、認知症の基礎
知識や対応するときの基本的なポイントなどについ
て、分かりやすい説明がありました。

推進員の講義を熱心に聴く
学生と地域の皆さん

実践は難しい・・・でも見守ることが大事！
「声かけ訓練編」では、区内事業所の主任介護支
援専門員 15 名の協力を得て、認知症で徘徊する高
齢者役になってもらい、学生地域住民が実際に声か
けをする体験を行いました。学生は初めてのことで、
声をかけるのもおそるおそる・・・。一方、地域の方
の声かけは自然体で経験値（年の功？？）が光りま
す。
高齢者の持ち物から連絡先などのヒントを得られ
た組もあれば、目的地まで一緒に行くという結論に
2 人 1 組で声かけ訓練を行いました
なり、アドバイザーから「バスに乗るお金を（本人が）
持っていなかったらどうするの？」と言われて答えに詰まる組もありました。
その後の振り返りでは、
「どう声をかけたら良いのか難しかった」と率直な声を多く聞き
ました。高齢者役の介護支援専門員からは、
「暑い中体調を気遣う態度が良かった」「対応
に困ったら周囲の人に頼ることも大事」などの助言とともに「相手は人。正解はありませ
ん。皆さんが地域に関心を持ち、見守る姿勢が一番大切」とメッセージを頂きました。
取 材 日

平成 29 年 7 月 14 日（金）；講座編、

参加者数

14 日 71 名、21 日 69 名

取材メモ

「目的地まで一緒に行きます」と言い切った学生さん。ベストな答えでは
ないかもしれませんが、若者の優しさに触れ、心強く感じました。

取 材 者

花本洋子（社協・地域福祉課）
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従事職員

21 日（金）；声かけ訓練編
14 日 1 名、21 日 2 名

【新田】

交流する

のびのび親子ひろば“りぼん”

小学生も大活躍！りぼんの夏祭り
新田で引き継がれる親子の居場所
「りぼん」は、前身のスタッフの妊娠や仕事復帰
によって継続が危ぶまれていたところ、口コミで新
しい代表が名乗りを挙げて、スタッフを一新して 5
月から“新生”
「りぼん」としてスタートしました。
代表の佐藤さんは、なかなかの企画者。初回は 1
組しか来なかったと心配していましたが、2 回目は
子どもの成長を記念に残す「手形」づくりにしたと
ころ、30 組以上の親子が殺到して、てんてこ舞い
スタッフは浴衣でお祭り気分を盛り上げます
だったそうです。
その佐藤さんが「スタッフの多くは小学生の子もいる。せっかくの夏休みなので、小学
生も活躍させて、サロンで夏祭りをやりたい」と企画しました。スタッフが近所の子達に
も声をかけたところ、子ども達も「ぜひやりたい」と大乗り気だったそうです。

小学校の「お兄さん」
「お姉さん」と触れ合う夏祭り
夏祭りはお母さん 8 名、小学生の中・高学年 12
名がスタッフとなって開催されました。
「ヨーヨー釣り」
「的入れ」
「わりばし鬼退治」な
ど 6 つのブースを用意。受付は小学生が 2～3 名ず
つで担当しました。
「いらっしゃいませー。くじ引き
いかがですかー」と元気な声が飛び交い、小さなお
客さんが来ると、やり方を優しく丁寧に教えてあげ
ます。
小学生に話を聞くと「友達のお母さんに誘われて
3 つのコップの中のボール当て。小さい子
参加した」
「初めてやってみたけどすごく楽しい」と
には手加減してあげる優しいお兄さん
大好評。小さな子どもたちにとっては、兄弟以外の
お兄さんやお姉さんに遊んでもらう良い機会となったのではないでしょうか。
佐藤さんを始めスタッフの皆さんの準備はとても大変だったそうですが、苦労の甲斐が
あってとても素敵な夏祭りとなりました。
取 材 日

平成 29 年 7 月 24 日（月）

参加者数

約 70 名

取材メモ

昔は近所のお兄さんに遊んでもらったなーと懐かしく思い出しました。

取 材 者

花本洋子（社協・地域福祉課）

従事職員
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1名

【日ノ出町】

活躍する

足立区社会福祉協議会

ボランティアスクール「ふれあいサロンの始め方講座」
ふれあいサロンに対する関心が高まる中で
「ふれあいサロン」は、地域住民が主役とな
って仲間づくり、生きがいづくりの活動を行
う地域の居場所です。昨年度、34 か所の「ふ
れあいサロン」が新たに開設され、活動サロン
数が 100 か所を超えました。地域の「ふれあ
いサロン」に対する関心が高まっています。
そんな中、
「『ふれあいサロン』を始めたい」
「
『ふれあいサロン』ってどんな場所なのか知
りたい」と様々な思いを持った区民の方が集
まり、平成 29 年度ボランティアスクール「ふ
初日は、サロンの基礎知識についての講座でした。
れあいサロンの始め方講座」が開校されまし
皆さん真剣に話を聞いています
た。

講座をきっかけに次の一歩を
講座は、3 日間を通して行われました。
1 日目は「ふれあいサロン」についての講
義を行い、2 日目にはサロン活動を見学しま
した。最終日は、講座の集大成として疑似サ
ロンを作るグループワークを行い、個々に抱
えるサロンへの思いを出し合いました。
「ゆっ
くり本を読みながら過ごせるサロンがいい」
「誰でも気軽に参加できることを大切にした
サロンがいい」など素敵な疑似サロンばかり
が案としてあがっていました。
今回の講座を通して、サロンの立上げに向 3 日間を通して参加者同士の仲が深まり、グループ
ワーク中もたくさんの意見が飛び交います
けて動いている人、区内のサロンで特技を披
露する人が出てきています。参加された方々が、地域の中でどんな一歩を踏み出し活躍し
ていくのか楽しみですね。
取 材 日

平成 29 年 9 月 6 日（水）～平成 29 年 10 月
25 日（水）（3 回講座）

取材メモ

参加されている方々の熱い思いに感心するばかりでした。疑似サロン作り
で出た数々のサロンが、実現できれば良いなと思いました。

取 材 者

高橋亮（社協・地域福祉課）
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参加者数

29 名

【千住中居町】

活躍する

ちから会

みんなでちからを出そう！「ちから会」
きっかけは地域包括支援センターの「らくらく教室」
「千壽介護老人保健施設」
（以下、千壽老健）の
最上階。千住の街が一望でき、スカイツリーを間
近に感じる明るいスペースに、この日も 20 名ほ
どが集まりました。自主活動グループ「ちから会」
をご紹介します。
参加者の多くは、地域包括支援センター（以下、
包括）の介護予防事業である「らくらく教室」の
卒業生。半年コースの「らくらく教室」終了後も
5 秒スクワット 10 回のあとに、なんと 10 秒ス
体操できる場を作りたいと、包括センター千住西
クワットも 10 回・・・お見事です！
と包括センター千住本町が地域に呼びかけまし
た。ボランティアさんや「千壽老健」、体操指導の先生の協力を得て、まずは介護予防教室
を 2 回シリーズで行いました。教室が大好評で「この教室を続けたい」と参加者から声が
上がり、自主グループとして発足したのが「ちから会」です。会の名前には、先生のお名
前“ちから”さんとかけて「この教室に来て“ちから”を出そう」という思いが込められ
ています。

みんなでやるから頑張れる
参加者のお二人からは、
「いつも同じではなく、
新しいトレーニングもあるので楽しみに参加し
ています。家では妻と一緒に運動しています」
「月
に一度、ここに来てしっかり体操をするんです。
家でひとりではできないでしょう。みんなでやる
から頑張れます。楽しいです」と感想をいただき
ました。
その日のメンバーを見て、メニューを組み立て
代表の黒川さん（前列左）と常連の皆さん
阿部“ちから”先生（中央）
ています、と阿部先生。高齢者には一見難しそう
な運動も組み込まれていましたが、皆さんいとも
簡単にやってのけます。場、そして集団の力ってすごいですね。千住発のみなぎる“ちか
ら”に今後も目が離せません。
取 材 日

平成 29 年 10 月 6 日（金）

取材メモ

人、場所、熱意の三拍子が揃ってこその自主グループ活動、素晴らしい事
例を見学させて頂きました。「ちから会」の今後の展開が楽しみです！

取 材 者

永島学、戸田夏季（社協・第１グループ）、花本洋子（社協・地域福祉課）
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参加者数

20 名

【新田】

交流する

都営新田一丁目アパート自治会

心地いい居場所づくり
買い物支援から次の取り組みへ
「都営新田一丁目アパート自治会」では、
毎月第 3 日曜日に買い物支援や見守りイベ
ントの「朝市」を定例開催しています。魚
や野菜、お弁当などが売られ「朝市がある
と助かるわ～」という声もあり順調に進ん
でいます。買い物支援を開始した自治会の
次の取り組みとして、新田地区には地域住
民が集まる場所がないと言う声が上がりま
した。そこで立ち上げたのが、朝市と同日
の午後に開催する「ふれあいサロン“たの
しんで～ん”」です。

開催 2 回目。皆さんでご挨拶から

人と人が繋がる居場所サロン「たのしんで～ん」

取材日は参加者が少なめでしたが、
お話には花が咲いていました

平成 29 年 1 月にスタートし、現在では 10 名から 15
名の参加者が来ています。足腰が弱い方も参加できるよ
う座ったまま行える体操や風船バレーを行ったり、童謡
を歌う、おしゃべりをするなどして楽しんでいます。時に
は災害に役立つロープの結び方や熱中症予防の話をして
もらうなど、豆知識も付くサロンです。
参加者の方に話を聞いてみると、
「サロンができたこと
は知っていたが、大勢いる所に行くのが嫌だった。友人に
誘われて来てみたらとても楽しかったので、今では毎回
参加しています」と話してくれました。朝市の買い物に来
た方へサロンを案内し、参加した方もいるそうです。スタ
ッフからは「みんなが参加してくれることはとてもうれ
しい」という声が聞かれました。

取 材 日

平成 29 年 10 月 15 日（日）

取材メモ

朝市に買い物に来たことがサロン参加のきっかけになった方もいらっし
ゃり、この流れがサロン参加へ繋がっていってほしいです。

取 材 者

長手裕子（社協・第５グループ）
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参加者数

10 名

交流する

【千住曙町】

あけぼの会

継続 14 年！体操とコーヒーとおしゃべりの時間
体操・ストレッチ、平成 15 年から週 2 回
千住曙町にあるマンション、「シテヌーブ北
千住 30」の自治会集会室。毎週、月曜と木曜
の午前、高齢者対象の体操を行っている「あけ
ぼの会」を訪ねました。
「あけぼの会」は、平成 15 年に、当時、地
域の健康づくり推進員を務め、マンションの自
治会長でもあった鈴木さんの声かけで始まっ
たそうです。
体操の DVD を見ながら 45 分間体を動かします
開始時間が近づくと、スポーティな装いの皆
さんが続々と集まってきました。この日の参加者は 20 名。時間になると、モニターに市
販の体操 DVD が映し出され、映像の案内に沿って皆さんとても慣れた様子でストレッチ
と体操をこなします。テーマ毎に構成された DVD を何本か流しながら、休憩無しの 45
分間。取材者も一緒に参加させていただき、じんわりと汗ばむ内容でしたが、毎週２回を
繰り返している皆さんの動きは軽快で、その表情はとても涼しげでした。90 代の方がお
二人も参加され、平均年齢 75 歳の会とは思えないはつらつぶりに感服しました。

お茶タイムで親睦、交流
体操中、給湯室からコーヒーのいい香りが漂って
きました。体操の後は「以前プロだった」鈴木代表が
淹れたコーヒーを飲みながらのお茶タイムです。皆さ
ん無駄の無い動きで会場を片付け、お茶タイムの机や
いすを準備していました。美味しいコーヒーを飲みな
がら、活き活きと楽しそうに談笑する和やかな雰囲気
が印象的でした。身体を悪くして体操には参加できな
くなっても、コーヒーの時間に顔を出してくれる方も
いらっしゃるとのこと。ご自身も参加しながら地域の
淹れ立てコーヒーを飲みながら
高齢者を見守っている遠間民生・児童委員（常東地区
話も弾みます
会長）は、
「ここに来れば皆さんと会える。体操だけではなくみんなでおしゃべりするのが
大事」と話されていました。
取 材 日

平成 29 年 10 月１6 日（月）

取材メモ

皆さんが主体的に参加し活気にあふれていました。毎週 2 回の活動を 14
年間継続できたのは、全員が主役になる「あけぼの会」の力と感じました。

取 材 者

米村美亜（社協・第１グループ）、花本洋子（社協・地域福祉課）
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参加者数

20 名

【小台】

解決する

ふれあいサロン “おだいサロン”

約 10 年ぶりにふれあいサロンができました
サロン開設に向けて様々な意見が…
今年の 8 月に、
「小台町会」婦人部から「ふれあいサロン」についての話をしてほしいと
相談をいただき、サロンの説明会を開催しました。当日は、24 名の婦人部会員が集まり、
「サロンに来る人は元気な人ばかり。参加できない人への働きかけが大事ではないか」
「サ
ロンのような居場所はいくつあっても良いと思う」などの意見が飛び交いました。サロン
立上げに賛否両論はありましたが、賛同する方々が集まって、小台地域では 10 年前にで
きたサロンに続いて 2 カ所目となる「おだいサロン」を開催する運びとなりました。

つながりのきっかけの一つに…
初回は、19 名の地域の方が参加しました。
「普段、あいさつはするけど名前を知らない
人が意外と多いわね」という声が多く聞かれ、自己紹介からスタート。はじめは緊張した
空気だったものの、徐々に世間話に花が咲き、会場内が笑い声でいっぱいになっていまし
た。
「今後、サロンでどんなことをやりたいか？」など、次回開催に向けて盛り上がる一幕
も。最後は、
「顔見知りではあるけど、サロンのように向き合って話を楽しむことは少なか
った。この機会を大切にして、良いつながりを作りたい。参加した人は周りの人にも声を
掛けてサロンに誘いましょう」というスタッフの言葉で締めくくられました。

参加者全員で大合唱。
合唱後は、昔の話で盛り上がりました

サロン開催中の様子。
大笑いしながら楽しくおしゃべりしました

取 材 日

平成 29 年 11 月 21 日（火）

取材メモ

先日、代表者から「2 回目の開催に向けて、みんなで近所の仲間に声を掛
けてサロンに誘っている」との報告をいただきました。今後の「おだいサ
ロン」の動向が楽しみです。

取 材 者

高橋亮（社協・地域福祉課）
54

参加者数

19 名

【千住】

活躍する

千住未来会 SeArch・北千住マルイ

リハビリ職が買い物を支援
「シニパラショッピングツアー」
買い物を安全に安心して楽しんでほしい
「千住未来会 SeArch」は、千住地域の病院
や訪問看護事業所などで働くリハビリ専門職
（作業療法士と理学療法士）の有志のグルー
プです。
普段は病院内や自宅でリハビリを行ってい
ますが、
「リハビリ職が支援することで、安心
して買い物を楽しんでほしい」と、買い物支援
イベント「シニパラショッピングツアー」を開
催しました。
「北千住マルイ」を経営する「丸井グルー
プ」は、様々な方が使いやすい店舗、サービス、商品づくりをめざしています。
「千住未来
会」の呼びかけに賛同し、当日は「丸井グループ」の社員が一緒に回り、リハビリの視点
からの使いやすい設備のアドバイスなどに熱心に耳を傾けていました。

「今日は人生最高の日」
本日の参加者は 3 名。一人では「マルイ」ま
で来ることが難しいため、メンバーが自宅へ迎
えに行きました。合同説明を行った後は銘々に
分かれて、お店で好きなものを選んだり、お昼
を食べたり、思い思いの時間を過ごしました。
久し振りに歩いて踏み切りを渡れたＳさん
は、女性メンバーと一緒に口紅を選び、
「今日は
人生最高の日」と話していました。
代表の浦島さん、山口さんからは「買い物支
援のイベントにとどまらず、高齢者や障がい者
お化粧を済ませて笑顔の S さん
が住みやすい千住となるよう、リハビリ専門職
としてできることを今後も考えていきたい」との熱い想いを伺うことができました。
取 材 日

平成 29 年 12 月 2 日（土）

取材メモ

買い物の場でのリハビリは公的サービスでは難しい・・・。でも本当はこ
ういう機会がリハビリの意欲と自信をつけるのではないかと思いました。

取 材 者

花本洋子（社協・地域福祉課）
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参加者数

12 名（メンバー含む）

【千住】

活躍する

千住花＊花会（せんじゅ はなはなかい）

まちを花でいっぱいにしよう
千住をより美しいまちへ
北千住駅前のペデストリアンデッキに、季節ご
との花で彩られた花壇があるのをご存知です
か？ 花壇の花は、
「千住花＊花会」の皆さんが
中心となって植え替えています。
「千住のまちを花と芸術のまちにしよう」と
いう考えから、区が会員を募集し、平成 19 年に
活動を開始しました。現在は、
「ビューティフル・
ウィンドウズ運動」の一環として、区と住民が協
働しながら、2 カ月に１回のペースで活動して
千住花＊花会と活動に参加された皆さん
います。
活動時は、
「千住花＊花会」以外にも、
「北千住マルイ」、千住警察署、千住警察署の柔道
や剣道教室に通う親子、
「帝京科学大学」の学生なども参加し、毎回 30 名近く集まります。
当日の飛び入り参加も大歓迎です。

色とりどりの花々でみんな笑顔に
花壇に植える花は、
「千住花＊花会」のメンバー
が定期的に会合を開いて、何の花にするか、花の
配置はどうするのかなど、色々と意見を出し合っ
て決めています。取材当日は、ハボタン、シクラ
メンなどの花が並びました。
メンバーの方にどんなときにやりがいを感じ
るか伺うと、「やっぱり、周りから綺麗と言われ
たときかしら」と話していました。駅前を行きか
う人々も、活動している様子を眺めて笑顔になっ
たり、「素敵ね」と声を掛ける人も。それを聞い
て、参加した皆さんも嬉しそうにしていました。
花で明るく綺麗になった風景は、街の人々も明
るくするのだと感じました。

意外と重労働！古い花を抜き取り、
土を耕してから新しい花を植えます

取 材 日

平成 29 年 12 月 9 日（土）

取材メモ

花の植え替えを通して、様々な世代の人が集まり交流する場になっている
ことが素晴らしいと感じました。

取 材 者

高橋亮（社協・地域福祉課）
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参加者数

29 名

【千住】

地域を知る

あだちサンタウォーク実行委員会

子どもたちの夢を応援するチャリティーイベント
あだちサンタウォーク
サンタの衣装で子どもたちに夢を贈る
北千住の街に大勢のサンタクロースが
出現しました！これは「あだちサンタウ
ォーク実行委員会」が主催した「あだち
サンタウォーク」というチャリティーイ
ベントです。総勢 229 名のサンタが９
グループにわかれ、
「東京電機大学」前広
場から「東京芸術センター」前広場まで
歩きました。
このイベントは、
「どんな環境にいる子
どもも夢に向かって生き抜く力を持って
サンタクロース大集合！ベビーカーのサンタも
ほしい。経済的な貧困だけではなく、精
神的な貧困からも子どもたちを守りたい。そういう思いをもった地域の大人がたくさんい
ることを子どもたちに伝えたい」と企画されたものです。

チャリティーと聞いて参加した親子
（左・中央）と東京未来大学の学生

当日は、子どもは各地点でスタンプラリーをし、ゴール
ではグループごとに達成記念に記念撮影。子どもたちには
その場で写真が配られます。大人も子どもも記念品が配ら
れ、最後まで楽しく参加できるチャリティーイベントとな
りました。
「東京未来大学」の学生ボランティア 75 名を含む 100
名ものスタッフの協力があり、スムーズな運営がなされて
いました。実行委員会は、来年も再来年も開催し、足立区
を代表するイベントにしたいと考えているそうです。
今回の参加費は、
「足立区社会福祉法人連絡会」の「クリ
スマス 子ども食堂」の開催費として全額寄付されました。

取 材 日

平成 29 年 12 月 10 日（日）

取材メモ

とても夢のあるイベントでした。もっともっと夢が広がっていけばと思い
ます。

取 材 者

山口知子、時枝久美子（社協・第 1 グループ）
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参加者数

約 230 名

【千住】

解決する
だんだん

千住男男キレイ隊

公園清掃で男性が輝く、まちも輝く
男たちで始めました！
地域包括支援センター千住本町では、男性
の居場所づくりをテーマにして絆のあんし
んネットワーク連絡会などで地域住民と話
し合いを重ねてきました。そこで立ち上がっ
たのが「千住男男キレイ隊」です。
文字通り男性だけの部隊で、平成 30 年 1
月から活動を始めたばかり。今回取材に伺っ
たのは２回目の開催で、初回から参加者が２
名増えていました。
区から支給されたオレンジ色のビブスを
拾ったごみを分別。たばこの吸い殻が多いそう
着て、北千住駅近くの「千住ほんちょう公園」
を清掃した後、千住本町住区センターでお茶飲み＆おしゃべりをします。ビブスを着てい
ると、散歩中の幼稚園児からも挨拶をされて皆さんの顔もさらに輝きます。

家に閉じこもらずに出てきてほしい
代表の横山民生・児童委員（第一合同会長）
は、「外に出ない男の人に出てきてほしくて
活動を始めた。参加している皆さんは活き活
きしていて、キレイ隊を立ち上げて良かった
と思う。人数が増えれば他の場所も手分けし
て清掃できたら良い」と話してくださいまし
た。
お茶飲みの時間には、清掃に必要な道具な
ども皆さんから積極的に提案され、今後への
意欲が感じられました。まだ始まったばかり
の活動ですが、自主性や継続性、活動の広が
りは十分に期待できる様子が伝わってきました。

毎日通う公園への熱い気持ちを語ります

取 材 日

平成 30 年 2 月 16 日（金）

取材メモ

孤立防止のネットワークが形成されつつあり、公園をきれいにすることか
らより良いまちづくりへの第一歩が見えました。

取 材 者

市岡ゆき子、齊藤愛実（社協・第１グループ）
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参加者数

10 名

【六木】

交流する

六ツ木診療所

六ツ木診療所の取り組み

「グリーン・カフェ」

大盛況のグリーン・カフェ
毎月第 4 水曜日の午後 2 時から、
「グリーン・
カフェ」はオープンします。開催場所の「六ツ木
診療所居宅介護支援事業所」はオープン前からた
くさんの人が待っていました。
この日は、権利擁護センターあだちの「賢い老
い支度」講座があり、皆さん熱心に耳を傾けてい
ました。後半には理学療法士の新井さんの体操指
導があり、笑顔で体を動かしていました。膝痛予
防や腰痛予防と家に帰っても気軽にできるもの
ばかり。「お茶やお菓子を食べながら、気軽に参
加できるし、楽しみにしてます」との参加者の声も聞かれました。

地域に根差した診療所だからできること
「六ツ木診療所」の山下院長の発案で平成 27
年 10 月から毎月行われている「グリーン・カフ
ェ」。認知症の普及啓発、地域交流の場として口
コミで広がり、院長のファンはもちろんのこと、
ご近所の仲間同士で毎回参加している人もいま
す。
山下院長は「参加者は高齢の方が多いが勉強し
たい意欲が高く、他の講演や住区センターなどに
通っている人も多くいます。飽きないような内容
にしようといつも考えています」と話してくれました。
今後は第４水曜日が祝日でも開催し、認知症の方の家族やお子さん世代にも参加しても
らい多世代で交流できるカフェづくりを目指していくそうです。
取 材 日

平成 29 年 4 月 26 日（水）

参加者数

35 名

取材メモ

参加者の多さと対応する職員の気遣いに感動しました。

取 材 者

小松美幸（社協・第２グループ）

従事職員
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1名

【佐野】

活躍する

佐野地域学習センター

心豊かに暮らせる地域を作ることを目指して
今年で 22 回目を迎える福祉まつり「ハート＆ハート」
日頃から佐野地域学習センターを活動拠
点にしているサークルの他、近隣の福祉施
設や企業、地元中学校等、多くの団体の参
加・協力で行われる「ハート＆ハート」。会
場内には様々な体験コーナーがあり、来場
者でにぎわっています。車いす体験コーナ
ーを担当したのは、「あだち福祉体験サポ
ーターゆるき♡♡♡」と地元中学校のボラ
ンティア部の生徒の皆さん。事前にゆるき
の皆さんが講師となり、車いすの操作方法
についてのレクチャーを行った成果もあ
第十二中、第十三中、谷中中の
り、生徒の皆さんの動きはばっちり。乗る
ボランティア部の皆さんが活動しました
だけでなく、押す体験を希望する方へも丁
寧に操作方法の説明をしている様子が見られました。

中学生ボランティアもおまつりを盛り上げます！
他のコーナーでも中学生ボランティアは
大活躍。高齢者疑似体験コーナーを担当し
ていた「NPO 法人ぷらちなくらぶ」の方
からは「ハート＆ハートは中学生がたくさ
んボランティアで参加してくれるので助
かります」というお話を伺いました。体験
していた小学生も今回で 3 回目の体験と
のことで、長きに渡り開催することで、地
域に根づいていることを感じました。
「団塊綾瀬ネットワーク『だんだん』」による工作コーナー
では小さなお子さんも熱心に取り組んでいました

取 材 日

平成 29 年 6 月 4 日（日）

参加者数

延べ 2,500 名

取材メモ

障がいのある人もない人も互いの理解が深まる大切な場所であると感じ
ました。参加者みんなでつくるあたたかいおまつりでした。

取 材 者

川畑彩、下鳥典子（社協・地域福祉課）

従事職員
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2名

【六木】

交流する

六ツ木診療所

事業所が作る「学びの場」「男性の交流の場」
食生活について学ぶことができる「男の料理教室」
「六ツ木診療所」が地域の方々向けに開催する「男
の料理教室」にお邪魔しました。会場の「訪問介護ス
テーション樹（いつき）」に入るとシニア世代の男性参
加者はすでに話に花が咲いている様子。それはうっか
り開始時間を忘れてしまうほど。
本日のメニューは、これからの時期にぴったりの夏
野菜を使った「カレーライス定食」。最初に「男の料理
教室」の先生を務める「六ツ木診療所」管理栄養士の
今日一番のこだわりの一品となった
秋野さんからメニューや材料についての説明。カボチ
ャの保存方法、ラッキョウの栄養効果、ナスの種類等、 ピリ辛のディップソースを作っています
毎日の食生活で役立つことや高齢期の栄養摂取について大切なことを学ぶことができます。

地域の男性の交流の場にもなっている「男の料理教室」
先生のお話が終わると、手を洗って皆で調理を始め
ます。調理方法は野菜の切り方から優しく、丁寧に教
えていただけます。何度か参加している方は手際良く
調理します。
盛り付けは全員で協力し、完成すると昼食です。気
になるお味は「お店で食べるカレーよりも美味しい！」
と大成功だったようです。食後には参加者から「皆で
美味しいご飯をお腹いっぱい食べると、なんだかほっ
栄養バランスも整った、カレーライス、
としますね」といった言葉も聞かれました。また帰り
コンソメスープ、野菜のディップ
際には「今度は料理教室の後にカラオケに行きましょ
う！」と新しいつながりが作られていた「男の料理教室」でした。
取 材 日

平成 29 年 6 月 15 日（木）

参加者数

4名

取材メモ

現在、退職後の男性が健康で、活き活きと生活することに注目が集まっ
ています。今回の「男の料理教室」は地域の診療所が先頭に立ち、男性の
交流の場、食生活について学べる場ができあがっていました。今後もこ
のような場が足立区各地で広がるといいなと思います。

取 材 者

川畑彩（社協・地域福祉課）

従事職員
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1名

【大谷田】

交流する

ＵＲ都市機構 大谷田一丁目団地

ふらりと立ち寄ってのんびり過ごせる地域の居場所
小さなお子さんからお年寄りまで誰でもほっとできる場
空き店舗を活用した、地域貢献の取り組
みとしてオープンした「大谷田一丁目団地
コミュニティサロン 105」。高齢化が進む
地域において、気軽に立ち寄れてお茶を飲
んでほっとできる場所があれば良いので
はという思いからできました。
オープン日は偶然にも七夕。サロン内に
は、近隣の保育園の園児や近所の方々の願
い事が書かれた短冊が飾られ、華やかな雰
囲気です。さらに、隣接する「ころつえシ
ニア相談所」主催のラジオ体操を終えた高
齢者の方が、休憩を兼ねてお茶を飲みおしゃべりする姿が見られます。食事の持ち込みも
可能なため、近くのお店でお弁当を購入し、ランチ会を楽しむ高齢者の方の姿もあります。
夕方には保育園帰りのお母さんと子どもたちが一息つく場面もあるそうです。

夏休み特別企画「寺子屋」
夏休みもまもなく終わる 8 月下旬。コミ
ュニティサロンは特別企画「寺子屋」とし
て小学生の居場所になっていました。この
日は工作サロンが開かれ、段ボールを使っ
て立体お面やステンドグラス風ネームプ
レートを作りました。ネームプレートを作
った子は「次はお母さんの分も作る！」と
張り切って取り組んでいました。
サロンは毎週金曜日、10 時から 17 時
にオープンしています。ひとりでも気軽に立ち寄れる憩いの場、ぜひお立ち寄りください。
取 材 日

平成 29 年 7 月 7 日（金）、8 月 28 日（月）

参加者数

24 名（8 月 28 日）

取材メモ

セルフサービスでお茶やコーヒーの提供もあり、ウォーキングの合間の休
憩スポットとしてもおすすめです。

取 材 者

下鳥典子（社協・地域福祉課）

従事職員
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※サロン開所日時は取材日時点の情報のため、今後変更する可能性があります。
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【中川】

交流する

社会福祉法人清仁会 隅田学園

施設が地域をひとつにする取組み（地域における公益的な取組み）
地域に愛される施設だからこそ「ずっと続く」取組み
社会福祉法人清仁会が運営する「隅田学
園」
（私立保育園 園長 羽住爽恵）では、海
の日に 18 回目となる
「地域交流のつどい」
を開催しました。これは、学園創立 50 周
年を契機に卒園生の同窓会「さくら会」と
「隅田学園」の職員が協力して、
「子育て世
代とその子どもたちを応援していく活動」
として始められたものです。当日は、子育
て相談会を始め、工作教室や交流ゲーム大
会、ポップコーン、フランクフルトなど 9
つのブースが全て無料で提供され、約 300
名の方々が来園しました。参加した小学生からは「毎年工作を楽しみに来ています」や「友
達と会うのを楽しみに参加しています」など、開催を待ち遠しくしていた声が多く聞かれ
ました。

地域交流活動から「地域で顔が見える関係づくり」へ
「隅田学園」では、この「地域交流のつ
どい」のほか、
「七夕の集い」や「交流音楽
会」など年間を通して、様々な地域との交
流活動を実施しています。このような地域
との交流活動は「地域で顔が見える関係づ
くり」に繋がり、実際、災害が起きた際に
も、地域でスムーズな助け合い活動ができ
ることが期待されます。
「隅田学園」は「地域の中心となる施設」
を理念に 67 年間、そしてこれからも地域
と一緒に歩み続けていきます。
取 材 日

平成 29 年 7 月 17 日（月）

参加者数

300 名

取材メモ

次の交流活動は、12 月 17 日（日）の「交流音楽会」です。どなたでも
参加できますので、是非、施設と地域の一体感を感じてみてください。

取 材 者

高橋祐治、宮澤道成（社協・第 2 グループ）

従事職員
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２名

【綾瀬】

地域を知る

自主サークル「げんきに歩こう会」

女性だけでなく男性も輝く会を目指して
発足のきっかけ
「げんきに歩こう会」は、
「ゆかいに遊ぼう、いつまでもげんきにいこう、仲間をつくり、
地域の輪を広げよう」を合言葉に、地域包括支援センター中央本町の呼びかけにより同エ
リアの男性が中心となって平成 20 年 5 月に発足しました。活動日は、毎月第３木曜日の
午前中の涼しい時間帯にまち歩きを楽しんでいます。この日は、午前 10 時に綾瀬駅前ハ
ト公園に 25 名が集まり、「東和親水公園」を目指してまち歩きを楽しみました。
リーダーの皆塚さんに発足のきっかけを伺いました。区の特定健診のチェックリストで、
口腔の項目にチェックを入れたところ、看護師からこのまま放置すると要介護・要支援状
態になる恐れがあるため、
「介護予防教室-口腔機能の向上-」に通うことを勧められたそう
です。３か月間教室に通った結果、口腔機能が向上し、予防活動が大切であることを学び、
看護師の呼びかけもあって「げんきに歩こう会」を発足することになったそうです。

活動の課題について
メンバーは、リーダー以外にサブリーダ
ーが 5 人、相談役を地域包括支援センター
が担ってくれています。メンバーの役割と
して、リーダーが、
「歩こう足立」を参考に
コースを考え、チラシを作成しています。歩
行前に、準備体操をサブリーダー（元健康づ
くり推進員）の声掛けで行い、歩行中は、参
加者の安全確保のために、前後にサブリー
ダーがついています。しかし、今回の取材時
には、参加者の一人が地面の窪みに足を取
られ、転倒してしまいました。9 年間実施し
て、初めての事故、大事には至らなかったのが幸いでした。リーダーは、
「夏場は、日差し
が強いため、日傘を差されている方がいるが、手荷物を持ってしまうと、転倒時に手をつ
けないこともある。今回の転倒事故をきっかけに、改めて注意喚起したい。ただ、気をつ
けすぎて外に出ないことは本末転倒。安全面の配慮を見直し、今後もみんなで頑張ってい
きたい」と力強く話していました。
取 材 日

平成 29 年 7 月 20 日（木）

参加者数

25 名

取材メモ

区内の素敵な散策コースを、みんなで楽しみながら歩く、素晴らしい活動
でした。次回はどこに行くのか興味深いと思いました。

取 材 者

田嶋亮太郎（社協・第 7 グループ）

従事職員
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1名

【綾瀬】

地域を知る

社会福祉法人あいのわ福祉会 綾瀬あかしあ園

地域との交流や障がい者の活躍の場を目指して
FOREST（森）＋LIAN（集まる）の造語、
「ふぉらん」
平成 28 年 10 月にオープンした「綾瀬
あかしあ園」
（※）の「ふぉらん～森の集い
～」。カフェ、売店、貸フリースぺ—スで構
成されたこの場所は、地域との交流や施設
利用者の活躍の場として活用することを
目指して作られました。カフェでは、障が
いのある方と職員がお揃いのユニフォー
ムを着てお客様をもてなします。カレーや
パスタなどの食事を楽しんだり、コーヒー
を飲みながらほっと一息つくこともでき
る地域の憩いの場です。

明るく開放感のある店内。
温かみのあるほっとする空間です

利用者も職員もバンドメンバーに！？
地域交流会におじゃましました。保育士
によるバンド「マウンテンズ」の歌に合わ
せて、参加者の皆さんが身体を動かし楽し
んでいます。車いすの利用者も手拍子をし
て笑顔いっぱい。この日は利用者や職員が
新メンバーとしてバンドに加入！皆でお
祭りを盛り上げました。
「綾瀬あかしあ園」
ではこのような地域交流会を年数回実施
し、地域の方に施設や障がい者への理解を
深めてもらう取り組みをしています。
「ふぉらんカフェ」は木曜と金曜の 11
汗びっしょりになりながらみんなで盛り上がりました
時から 15 時までオープン。どなたでも気
軽にお立ち寄りいただけます。ぜひ足を運んでみてください。

サンプル
画像

取 材 日

平成 29 年 8 月 25 日（金）

参加者数

150 名

取材メモ

森をイメージしたウッド調のおしゃれな内装は、職員と利用者の方が協力
して手掛けたもの。一見の価値あり！です。

取 材 者

下鳥典子（社協・地域福祉課）

※綾瀬あかしあ園：社会福祉法人

従事職員
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１名

障がい者の生活介護施設

【中川】

地域を知る

地域包括支援センター中川 絆のあんしんネットワーク連絡会

地域を知って歩いて、いろんなお宝がザックザク‼
男性の社会参加と活躍できる場所‼
孤立しがちな男性の社会交流を図るために、
連絡会の参加者が実行委員となり「中川歴史さ
んぽ」を企画しました。1 日目は「足立史談会」
会長の堀川和夫氏より、東淵江地区の成り立ち
や佐野・中川地域の歴史について講義で学び、
2 日目は堀川先生のガイドで、実際に地域を歩
きました。
地域の歴史の話に興味津々

実際に歩いて地域のお宝を発見‼
【歩いたコース】
中川区民事務所→八幡神社→西光院（ご住
職畠山様より説明）→氷川神社→わたし場
→常善院（ご住職関根様より説明）→足立郷
土博物館
「西光院」では「田光り観音」を、
「氷川
神社」では絵馬を、
「常善院」では転読を披
露していただき、
「六面地蔵」や樹齢約 400
年の「夫婦銀杏」を見学し、貴重なお宝を拝
見できました。
参加者は左下のワッペンを張りました
男性が参加しやすいように、“歴史を学
ぶ、歩く”という企画だったこともあり、男性も多く参加されました。歩きながら会話も
弾み、意気投合した参加者同士で連絡先の交換をしたり、交流を広める様子が見られまし
た。また、老人クラブの会長からは、
「個々の今までの経験を活かせるような企画となるよ
う工夫しています」という話を聞くことができました。
歴史のお宝、一人一人のお宝、仲間づくりのお宝、いろんなお宝を感じた一日でした。
取 材 日

平成 29 年 10 月 24 日（火）、 参加者数
11 月 2 日（木）

取材メモ

両ご住職から貴重なお話を伺うことができました。また、
「氷川神社」では
特別に拝殿を開けていただき絵馬を拝見しました。大盛況に終わり次につ
ながればいいなあと思いました。

取 材 者

小川清子、亀田明子（社協・第２グループ）
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1 日目 54 名
（男性 29 名、女性 25 名）
2 日目 30 名
（男性 19 名、女性 11 名）

【東綾瀬】

活躍する

東綾瀬子ども食堂

「できること」を「できる時」に
笑顔があふれる子ども食堂
お手伝いの輪が広がっています！
テレビ番組で「子ども食堂」を知った代表
の糸井さんが、この東綾瀬にも必要だと思
い、平成 29 年 6 月に「東綾瀬子ども食堂」
を立ち上げました。毎月第 2 金曜日、午後 5
時 30 分から 7 時 30 分まで、「綾瀬東部教
会」で開催しています。地域の為ならと教会
の 2 階を無料で貸していただいています。
この日は、子ども 20 名、大人 8 名、お手
伝い 5 名の参加。はじめは参加者だったママ
達も早めに来て、調理のお手伝いをしたり、
「男子～、運んで～！！」
お米の寄付をしてくれたりと輪が広がりま
した。遅い時間ならと食後の洗い物に来てくれたり、包丁を研いでくれる男性のボランテ
ィアさんもいます。

気軽に来られる団らんの場
食後は、おしゃべりやゲーム、ボランティ
アさんと遊んだり、思い思いに過ごします。
食後、塾へ行く子や、習い事の帰りに寄る子
もいます。いつ来ても、いつ帰っても笑顔で
出迎えてくれる温かい食堂です。
「核家族なので、ママにとっても子どもに
とってもみんなで食べられて話ができる場所
があるとありがたい」とママたちの声。
「今後は、一人暮らしの高齢者にも声をか
け、誰でも参加できる食堂にしていきたい」
と糸井さん。地域の輪も広がり、ますます、
賑やかな食堂になることでしょう。

「ママはゆっくり食べて～」と
赤ちゃんを抱っこする糸井さん

取 材 日

平成 29 年 11 月 10 日（金）

参加者数

28 名

取材メモ

初めて参加した子から「ラインで誘われて来た」と聞きました。コミュニ
ケーション手段が変わってきていると実感。SNS でつながれる現在こそ、
大勢で向かい合って食べる団らんも大事だと思いました。

取 材 者

戸谷純代（社協・第 2 グループ）

従事職員
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1名

【佐野】

解決する

オレンジカフェ連絡会

事業所同士でつながって、地域の高齢者のために！
介護事業所等の開催するオレンジカフェが連携した新たな取り組み
高齢者、認知症が心配な方やご家族、ボランティ
ア、介護・医療関係者などが参加できる集いの場
「オレンジカフェ」（以下、「カフェ」）。足立区北東
部には、介護事業所等の開催するカフェが 5 カ所あ
り、各カフェ「ゆめカフェ（大谷田 2 丁目）」「佐野
オレンジサロン（佐野 1 丁目）」「そんぽ・カフェ
（北加平町）」「愛カフェ（加平 3 丁目）」「グリー
ン・カフェ（佐野 2 丁目）」の担当者による連絡会
が定期的に開催されています。連絡会の中で「カフ
オレンジカフェ連絡会の様子
ェの参加者が少ないため、地域の高齢者が心配」
「参加者に多くのカフェに足を運んでほしい」という意見が挙がり、検討が続きました。

ついに完成！「オレンジカフェスタンプ手帳」
会議を重ね、各カフェの紹介と参加スタンプ欄のあ
る「オレンジカフェスタンプ手帳」
（以下、
「手帳」）が
完成しました。参加者に配られるこの手帳は数種類の
表紙から好きなものを選ぶことができます。また各カ
フェではこだわりのスタンプを用意しました。
完成後、
「佐野オレンジサロン」
では、スタッフがスタンプを押し
ながら参加者と会話をする、温か
な様子が見られました。参加者か 参加者が名前を教え合い、お互いの手帳
の表紙に相手の名前を記入する場面も
らは、「他のカフェにも参加した
い」といった声も聞かれ、
「多くの
カフェに足を運んでほしい」という担当者の思いは、着実に地域に広が
っています。
取 材 日

平成 29 年 12 月 19 日（火）
平成 30 年 1 月 12 日（金）

取材メモ

1 つのカフェでは課題の解決がなかなか難しいこともあります。今回は
すべてのカフェがつながったことで課題の解決に近づきました。地域の
課題解決にはより多くの人、機関がつながることが必要だと感じました。

取 材 者

川畑彩（社協・地域福祉課）
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参加者数

9名

【西綾瀬】

活躍する

ボランティアグループ “あひる会”

作り続けて 30 年。優しさと気配りにあふれたお弁当
メンバーの気持ちがこもったお弁当
「あひる会」は、活動を始めて 30 年。地域の高
齢者に向けて月に 2 回、真心こめて作ったお弁当
を配食しています。メンバーはボランティアとして
集まった 13 名の方々。中には、20 年以上活動を
続けている方もいらっしゃいます。持ち回りで決め
た 2 名の当番が、彩りや栄養面など、高齢者でも
食べやすいようにとメニューを考え、食材の用意ま
で行っています。作るお弁当の数は、常時約 120
食。会員の方の、あうんの呼吸と手際の良さが光っ
ていました。

朝から昼まで動きっぱなしです

届ける中で人と人とのつながりが見えました。
作ったお弁当は、メンバーが 1 軒 1 軒回って届けています。届け先は登録制で、皆さん
顔なじみです。配達先の方の健康面なども把握しています。配達先では、「待ってたわよ」
と嬉しそうにお弁当を受け取る様子が見られました。
メンバーにやりがいを伺うと、
「いつも楽しみにしてる。いつもおいしいお弁当をありが
とうなどと言われたときかな」と笑顔で話されていました。

取材当日は、クリスマスケーキ付き。
届ける様は、まるでサンタクロース！

栄養満点で、どれも美味。１食 350 円

取 材 日

平成 29 年 12 月 20 日（水）

取材メモ

「あひる会」は、西綾瀬ボランティアセンターで活動しています。メンバ
ーも高齢化してきており世代交代が悩みとのこと。特に、配達ボランティ
アを探しています。興味を持たれた方は、是非ご連絡ください。

取 材 者

高橋亮、加藤和宏（社協・第 7 グループ）
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参加者数

12 名

【六木】

解決する

六木四丁目町会

サロンを通して見えた課題から新たな展開へ
男性も参加しやすい活動は？
「動かないと始まらない、まずはやってみよう」と
サロンを始めた「六木四丁目町会」の皆さん。
「お互い
の家を行き合うのは負担が大きいけれど、どこかでお
茶をしようと言ってもなかなか実現しない。場所があ
って日時が決まっていると集まりやすいと思います」
と話すのは相楽澄子会長。おしゃべりを楽しんだり、
あだち・らくらく体操の DVD を見ながら体操や脳ト
レをし、楽しいひと時を過ごしています。
男性も参加しやすいグラウンドゴルフ
サロンの開催を続ける中で課題も見えてきました。
おしゃべり中心のサロンでは参加者のほとんどが女性。男性も参加できることはないだろ
うかと考え、9 月から週 3 回、町会内の広場でグラウンドゴルフを始めました。誰もが参
加しやすいよう、必要な道具をリサイクルショップで揃える工夫もしています。こうした
アイデアが功を奏し、男性の参加もあり、回を重ねるごとに参加者が増え、和気あいあい
と楽しんでいます。

皆で作る活動は愛着が生まれます
より良い活動に、より多くの人が参加しやすいよう
にと、参加者の意見を取り入れています。集まった人
からなんとなく始めると、仲良しグループのチームに
なりがち。「くじ引きでチーム分けを決めたらどうか」
という意見を取り入れ、色々な人が顔見知りになれる
ようにしています。また、プレー前にはラジオ体操を
することで一体感も出るようになりました。
準備や後片付けは参加者中心に行い、町会役員が不
ラジオ体操で準備運動
在でも皆さんで協力し合って活動しています。点数計
算は脳トレにもなります。頭も身体も動かし、一石二鳥、介護予防にも効果的です。活動
の工夫は参考になることがたくさんありました。
取 材 日

平成 29 年 12 月 20 日（水）

取材メモ

好プレーには大歓声、珍プレーにも笑いが起き、盛り上がりました。今後
はサロンに健康麻雀を取り入れ、男性の参加も促していきたいとのこと。
新たな展開に向けて、積極的に取り組む町会の皆さんです。

取 材 者

下鳥典子（社協・地域福祉課）
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参加者数

18 名

【西綾瀬】

解決する

ボランティアグループ “ひまわり介護会”

地域の中で住民のための健康づくりを
活動を続けて 22 年
ボランティアグループ「ひまわり介護会」
（※）が協力している「さくら会」を訪問しま
した。
「さくら会」は、月に 2 回、五反野コミュニティセンターで介護予防を目的とした活
動をしています。一人暮らしで閉じこもりがちの高齢者を対象に、体操や歌、手芸、健康
に関する話し合い、地域の保育園児とのふれあいなど内容を考えて実施し、22 年間活動
を続けています。現在、さくら会のメンバーは 16 名、最高齢は 94 歳の女性です。

活動を通してできたつながりの輪
「さくら会」は“みんなの体操”からスタート。その時々のメニューで活動、おしゃべ
りを楽しんだ後、ボランティアグループが作っているお弁当を皆で食べます。西綾瀬ボラ
ンティアセンターよりお弁当を届けているのは、
「ひまわり介護会」のメンバーのご主人で
す。参加者からは、
「1 人で食べるより、皆で食べる方がおいしい」などの声が聞かれまし
た。
取材当日は、年内最後の会ということで参加者一人ひとりから一年間の感想を発表。
「色々な活動を考えてくれてありがたい。毎回楽しみにしている」
「顔なじみの皆さんと会
うことで元気がもらえる」といったお話がありました。最後は、
「ひまわり介護会」の方か
らの、
「病気になっても病人になるなという言葉がある。ここに来ることがリハビリですよ」
「みんなの笑顔が見られることが嬉しい」といった温かい言葉で締めくくられました。

音楽に合わせて体操！
しっかり腰を落として、良い運動です

お弁当でランチタイム。みんなで一緒に
食べると、おいしさ倍増です

取 材 日

平成 29 年 12 月 20 日（水）

参加者数

16 名

取材メモ

「ひまわり介護会」の皆さんの「地域の介護予防は自分達でやっていこう」
というバイタリティあふれる熱意に心動かされました。

取 材 者

高橋亮、加藤和宏（社協・第 7 グループ）

※「ひまわり介護会」は区の保健師の「地域の健康づくりは住民主体で行うもの」という
言葉をきっかけに発足し、27 年間、地域の健康づくりに関する活動を続けている。また
「さくら会」以外にも、様々な活動を行っている。
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【弘道】

交流する

社会福祉法人あいのわ福祉会 足立あかしあ園

小さなきっかけから生まれる・広がる地域交流
足立あかしあ園と園児との交流
平成 29 年 1 月から、月 1、2 回程度「足立あ
かしあ園」
（※）と「弘道保育園」との交流が始ま
りました。
「足立あかしあ園」の主任支援員である
内田さんに、交流が始まったきっかけについて伺
いました。
「障がいがあっても当たり前の関わりを
持ちたい」との思いがあり、
「足立あかしあ園」か
ら近くにある「弘道保育園」の大塩園長先生に相
談しました。園長先生から「子ども達が育つ社会
子ども達は車いすに興味津々
には様々な方がいます。車いすに乗った方、体の
不自由な方など小さい頃から目にし、触れ合う体験をすることで、誰に対しても思いやり
のある接し方ができるように育って欲しい」という思いが重なり交流に繋がりました。園
庭では、子ども達が利用者さんに近寄ってきて、泥団子を差し出す姿が微笑ましかったで
す。

保育園にサンタクロースがやってきた
12 月 21 日（木）、
「弘道保育園」にてクリスマ
ス会が開催されました。子ども達に混じり「足立あ
かしあ園」の利用者 2 名と職員が参加しました。
会場には、子ども達が作った“世界にひとつだけの
クリスマスリース”やツリーが飾られていました。
ピアノに合わせた元気な歌声に、会場は大盛り上
がり。大きな袋を担いだサンタクロースが園児の
前に現れると、子ども達の目はキラキラ輝き大興
何が入っているのかなぁ～ わくわく・ドキドキ
奮。子ども達から「サンタさんはどこから来た
の？」
「ご飯は食べているの？」
「夏はどうしているの？」
「トナカイってどうやって飛ぶの？」
などの質問に優しく答えてくれていました。みんなと楽しく幸せな時間を過ごすことがで
きました。

取 材 日

平成 29 年 12 月 21 日（木）

参加者数

94 名

取材メモ

イベントを通しての交流も素敵だなと思いました。民営化になっても引き
続き交流を深めて欲しいです。

取 材 者

佐藤和子（社協・第７グループ）、桑原清美（社協・地域福祉課）

※足立あかしあ園：社会福祉法人あいのわ福祉会 様々な活動や役割を通して「将来の生
活を選択・決定」出来るよう支援させていただく障がいのある方が日中通う通所施設
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【綾瀬】

交流する

むつみ会・ぷらちなくらぶ・綾瀬あかしあ園

「あやせもりのこうえん」クリスマス会
みんなでつくる地域のイベント
「地域社会の皆さんと一緒にふれあえ
るようにしたい」と高齢者の「ふれあいサ
ロン“むつみ会”」の岡田代表が声をかけ
たことを機に、障がい者の生活介護施設
の「綾瀬あかしあ園」、介護事業所や放課
後児童デイを運営している「ぷらちなく
らぶ」とで地域交流のクリスマス会が実
現しました。
10 月から打ち合わせを重ね、サロンに
参加する高齢者、
「綾瀬あかしあ園」の利
用者の方、
「ぷらちなくらぶ」の子どもた
綾瀬あかしあ園とぷらちなくらぶの利用者の合同での
ちが分担して飾り付けをしたり、当日の ハンドベル演奏。「ジングルベル」で拍手喝采でした
歌や踊りの練習をしてきたとのこと。そ
こにボランティアの方々も加わって、にぎやかなイベントになりました。
みんなが集える場所として命名した「あやせもりのこうえん」。会場となった「綾瀬あか
しあ園」の金井施設長は、区内の障がい福祉施設である「希望の苑」や「綾瀬福祉園」の
皆さんもご招待。たくさん参加しました。

地域で交流！そのきっかけは？
三者がつながったきっかけは、「むつみ
会」の参加者が「ぷらちなくらぶ」で傾
聴ボランティアをしていたことや、「むつ
み会」がサロンの開催場所を探していた
ときに、「綾瀬あかしあ園」が地域交流ス
ペースの開放を始めたことが挙げられま
す。このように、縁あって大きな輪がで
きました。
岡田代表は「今後は町全体で支えあえる
地域を目指して、町会や学校にも声をかけ
ていきたい」と意気込みを語っていました。
取 材 日

平成 29 年 12 月 22 日（金）

取材メモ

フラダンスは一緒に参加できるので、盛り上がっていました。

取 材 者

小松美幸（社協・第２グループ）
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参加者数

約 150 名

【本木南町】

地域を知る

ふれあいサロン“ばあばサロン”
ご近所でたのしいひと時を
近所に、気軽に寄れる場所があっ
たら…そんな方にぴったりな「ばあ
ばサロン」が本木南町の住宅街にオ
ープンしました。
「ばあばサロン」は平成 28 年 11
月に発足。
「夫を亡くしてひとりにな
った人も多いので、同じ立場の人同
士で交流できたら」との思いから萩
原さんが発起人となり、月に 1 回ご
自宅を開放して開催しています。

掘りごたつを囲んで、笑顔と話は尽きません

お互いの経験や思いを共有
参加者もスタッフも同じ町内の仲間たち。
「挨拶くらいはしたことがあるけど、お話す
るのは初めて」と、ご近所の輪が広がるきっ
かけにもなっています。
今回は、本木南町在住の介護支援専門員な
どの資格を持つ藤田さんが講師として参加。
元気に歳を重ねるコツについてお話しした
り、それぞれが抱えている不安を共有したり
するなど、盛りだくさんの内容でした。一緒
にお茶を飲みながら、体調や家族のことな
お茶菓子を入れる箱も、スタッフの手作り
ど、おしゃべりが弾んだ 2 時間はあっとい
う間でした。
参加された方々からは「とても心地よい時間だった」
「自分にはない知恵を吸収できて有
難い」と大好評でした。
「私たちが参加者の方々から教えてもらうことがたくさんある。お
互いの経験や知識を共有し合いたい」と萩原さん。一緒に笑い、楽しみ、分かち合う…こ
んなホッとできる居場所が近くにあったら、ひとりでも安心して暮らせると感じました。
取 材 日

平成 29 年 2 月 5 日（日）

参加者数

9名

取材メモ

まるで家族のように和気あいあいとした雰囲気で、あっという間のひと時
でした。まだ始まったばかりのサロン、今後がとても楽しみです。

取 材 者

高井理紗（社協・第 4 グループ）

従事職員
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1名

【入谷】

交流する

ふれあいサロン“7 丁目サロン”

和気あいあいな憩いの場がスタートしました！
地域のお年寄りに交流の場を創りたい
入谷にある「7 丁目サロン」は今年 3 月に開催し
た地域包括支援センター入谷の「地域ケア会議」
（※）をきっかけに、地域住民の方々が主体で立ち
上げ、6 月にプレオープンしたサロンです。会場は
スタッフの一員でもある「エステティックサロン ハ
バ」を経営する羽場さんの店舗を借りて、月 1 回、
第 1 木曜日の 13 時から開催しています。今回は記
念すべき第 1 回目のサロンに伺いました。
和やかな雰囲気です

のんびりゆったりと過ごせる場

この地域は昔から住み続けている高齢者が多いのですが、交通の不便さがあり、住民の
方々が集まれるような場所が今まではなかったそうです。このサロンをオープンしたこと
がきっかけで、数十年ぶりに再会した方がいらっしゃいました。「こんな形で会えるよう
になって嬉しい」「この会を楽しみにしていました」と、参加者の方が話してくれまし
た。
今回は、参加者同士で和やかにおしゃべりをしたり、折り紙で風船や七夕飾りを作った
りして過ごしました。今後は参加者の方がやりたいことの意見を出し合って、内容を決め
ていくそうです。サロンの周知はチラシの掲示や、スタッフや参加者の方が近隣の方に声
を掛けあって呼びかけているとのこと。
「今ここに来てくれている人はお元気な人。今後は、
なかなか外に出てきてくれない人にも来てもらえるよう
に、近所に声を掛けていきたい」とスタ
ッフの向山さんは話していました。
「7 丁目サロン」が、今後益々盛んな
住民の方の憩いの場となっていくことを
期待します。
七夕飾り作り 「折り紙なんて久しぶり
だわ」と話す方も

取 材 日
参加者数
取材メモ
取 材 者

きれいな飾りが完成しました！

平成 29 年 7 月 6 日（木）
8名
従事職員
3名
サロンは始まったばかり。回を重ねるごとに賑いをみせるサロンになれば
いいなと感じました。和やかで暖かい雰囲気のとても素敵な時間でした。
坂巻由美、浮田照予（社協・第６グループ）

※「地域ケア会議」：地域住民や関係機関が集まり、地域課題の共有や課題解決に向けた
意見交換を行う会議。3 月に行われたときは、「地域の孤立化を防止する」をテーマに
話し合った。
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【鹿浜】

交流する

ふれあいサロン“サロンなごみ”

大いに笑って、踊って「サロンなごみ」スタート
準備をすすめてスタート
「都営鹿浜五丁目団地北部自治会」集会室
で、「サロンなごみ」の第１回目がスタートし
ました。代表は以前「男たちのグランドゴル
フ」で取材した五味前自治会長。グランドゴル
フに参加しない人たちが楽しめるようなサロン
ができないかと、代表の奥様が中心となり、他
の「ふれあいサロン」を何度も見学に行き、7
名のスタッフで開催にあたって準備を進めまし
た。

長く続く居場所を目指して
「言いたい放題、やりたい放題、みんなの心
がスッキリするように」と代表の挨拶後、いよ
いよ開始。始めは綾小路きみまろのビデオ鑑
賞。みんなで大いに笑った後、グー、パーと両
手を前後に動かして脳トレ体操。「あれー、で
きないなあ～」と笑いながらもだんだん上手く
なりました。その後「ボケない音頭、ボケます
音頭」をみんなで合唱。演歌に合わせてのエク
ササイズでは、手足を思いきり伸ばして踊り
「なんだか体が軽くなったわ」との感想があり
ました。
「おしゃべりタイム」では、お菓子やお茶をいただきながら和やかな談笑のひと時。こ
うしてアッという間に 2 時間近くが経過し、終了の時間となりました。
代表の奥様からは「目標はとにかく継続すること。やりたい内容は他にもあり、次回以
降行う予定」とおっしゃっており、参加者が楽しめるよう、いろいろ考えていることが伺
えました。スタッフの方からも「大変と思うことはない、楽しんでやっている」と頼もし
い言葉もありました。
取 材 日

平成 29 年 7 月 10 日（月）

参加者数

約 20 名

取材メモ

一緒に参加させていただきましたが、笑いから始まり、頭と体を使って、
会長の言葉通り身も心も「スッキリ！」
、楽しく和やかなひとときでした。
「サロンなごみ」発信の元気が、どんどん広がっていくように願っていま
す。

取 材 者

飯塚弘子（社協・第 5 グループ）、平めぐみ（社協・地域福祉課）
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2名

【舎人】

交流する

ふれあいサロン“ユリノキ”

いつまでも歩けることを目指します
青空の下、元気に体操
「ふれあいサロン“ユリノキ”」は、舎人公園の
広い敷地を利用して、月 2 回水曜日午前 9 時から
10 時の 1 時間、元気に体を動かしています。体
操は準備体操後から始まります。20 分を 2 セッ
トで約 40 分間、歩きながらつま先から頭まで体
全体を使う体操です。定例の体操の他、ヨガの動
きを参考に姿勢を意識した体の動きを取り入れて
いるそうです。
参加者のほとんどは、足立区の取り組みである
代表の佐藤啓子さん（正面右）
「パークで筋トレ」に参加している方。立上げのき
大きなかけ声で皆を引っ張ります
っかけは、3 年前からこの事業が週 1 回から月 2
回と回数が減ってしまったことから、
「他の週は自主的にやっていきましょう」という声が
あがり、現在の「ユリノキ」の活動に繋がったそうです。

体操の後は自然散策
体操の後は、代表の佐藤さんの案内で、舎人公
園内の季節の植物や池に遊びに来るアオサギ等の
鳥を見ながらおしゃべりを楽しみます。
参加者からは「体操だけでなくて、こうやって
自然のことを学んだり、皆とのおしゃべりをした
りするのが楽しみなのよ」
「4、5 年前から体操に
参加しているの。腰が痛かったけど、最近はずい
ぶんよくなったわ。楽しんで参加しています」と
いう声も。代表の佐藤さんからは、
「自分の健康の
芙蓉（フヨウ）の花が咲き始めたので、
ためが一番だけれど、みんなの元気に繋がってい
皆で見に行きました
ることがやりがいに感じます。目標は健康長寿、
いつまでも歩けることですね」とキラキラした笑顔でおっしゃっていました。
取 材 日

平成 29 年 8 月 2 日（水）

参加者数

23 名

取材メモ

皆さんの元気の源が「ユリノキ」の活動にあるということが分かりました。
誰もが安心して楽しく参加できる体操サロンです。

取 材 者

中村里香（社協・地域福祉課）
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1名

【西新井】

交流する

ふれあいサロン “西新井いきいきサロン”・
“若松さんち”

「みんなの食卓」
～地域の大人と子どものつながりづくりを目指して～
地域の大人と子どもがつながる場所をつくりたい
西新井地区で 2 つの「ふれあいサロン」が協
力してイベントが開催されました。「子どもた
ちには何かあったら逃げ込める場所や、助けを
求められる大人の存在が必要。そのためには、
地域の大人と子どものつながりづくりをした
い」と「西新井いきいきサロン」代表の高橋さ
ん。その思いを受け止めた「若松さんち」代表
の若松さんのご協力で、
「みんなの食卓」が開催
されました。
当日は近隣の子どもたち 12 名と保護者 3 名のほか、両サロンから 7 名のスタッフが参
加しました。

世代を超えた交流で生まれる新たなつながり
「ふれあいサロン」の目的は、地域の住民が
参加できる交流の場を提供することですが、世
代を超えて大人と子どもがつながる場所はまだ
まだ少ないようです。
「西新井いきいきサロン」も「若松さんち」
も元々は介護保険の事業者が場所を提供する、
高齢者向けの「ふれあいサロン」です。日頃か
ら代表者のお二人が顔見知りであったことか
ら、今回のような初めての試みにおいてもスムーズに運営されました。当日は昼食づくり
や公園での遊びなどを通じて、笑顔があふれる交流の機会となりました。
今後の開催は未定ですが、地域の「ふれあいサロン」が協力してイベントを開催するこ
とで、また新たな住民同士のつながりが生まれるのだと強く実感しました。
取 材 日

平成 29 年 8 月 2 日（水）

参加者数

22 名

取材メモ

昼食後は、子どもたちと近所の公園へ遊びに行きました。子どもたちとの
鬼ごっこは思いのほかハードでしたが、たくさんの元気をもらいました。

取 材 者

川島美穂（第４グループ）
、平めぐみ、川畑彩（社協・地域福祉課）
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3 名（インターン学生 1 名）

【江北】

地域を知る

江北生協診療所

私たちの街を皆でつくる
支えあえる地域を目指して
「江北生協診療所」では、これから地域でどう支
えあっていくかを組合員と職員で考えていこうと動
き始めました。その第一弾として、
「支えあえる地域
を目指して」をテーマに、勉強会を開催しました。
はじめに足立区社協の職員より、足立区の課題や
現状、地域でできる支えあい活動について話があり
ました。講座の中で「足立区の魅力は？」との問い
に対し、
「高齢者が多い」
「公園がたくさんある」
「団
地が多い」「畑が残っている」などが挙がりました。
組合員、職員一緒に足立区や
足立区の区立公園の数は 23 区で 1 位だそうです。
江北地域について学びました
続いて、地域包括支援センター江北の職員より、
「江
北・堀之内地域について」の話があり、江北・堀之内は足立区の中で高齢化率ナンバー１！！
約 30％とのことで、参加していた組合員の方も驚かれていました。

マップ作り：人と人とが出会っておしゃべりする可能性のある場所
後半は２グループに分かれ、
「人と人とが出会って
おしゃべりする可能性のある場所」をテーマにマッ
プ作りをしました。コンビニやスーパーのほか、組
合員の個人宅もマップ上に挙がってきました。一番
人気は「江北生協診療所」の向かいにある「かえで
薬局 2 階の集会室」。ここが皆さんにとって 1 番
の憩いの場だそうです。
江北地域は、平成 33 年度の「東京女子医科大学
東医療センター」の移転により、益々発展していく
どんな所があるかな？
皆さん真剣にマップ作成中です
ことが想定されます。江北地域がこれからどんな風
に変わっていくのか、また「江北生協診療所」では
どのような地域活動が生まれるのか、とても楽しみです。
取 材 日

平成 29 年 9 月 7 日（木）

取材メモ

最初はどう進めたら良いか分からなかったマップ作りも、途中からは「た
まには楽しいわね～」という意見も聞こえてきました。「かえで薬局」か
ら、支えあえる地域の繋がりが広がっていくことを楽しみにしています。

取 材 者

岡本喜子（社協・第 5 グループ）
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参加者数

組合員 19 名/職員
5 名/包括職員 2 名

【古千谷本町】

地域を知る

ふれあいサロン “こぢや橋サロン”

こぢや橋サロンに「マムちゃん」訪問！！
こぢや橋サロンに訪問しました
10 月 12 日、足立区古千谷本町二丁目にあ
る「こぢや橋サロン」に「TBS ラジオ・ジェー
ンスー生活は踊る」内で放送中の「毒蝮三太夫
のミュージックプレゼント」でパーソナリティ
ーを務める「マムちゃん」こと毒蝮三太夫さん
が訪問しました。
「こぢや橋サロン」は区内で介護用品や介護
住宅の改修を手掛ける「福祉の家」代表の古渡
ステキな歌声に会場の皆さんもウットリです
さんが中心となって開催場所を提供し、地域の
民生委員、老人クラブ「長寿会」、地域包括支援センター入谷、あんしん協力員の皆さんが
協力して立ち上がりました。毎月第 2 木曜日に 10 名前後の地域の方々が集まり、お茶を
飲みながらお話をしたり、折り紙をしたり、のんびりした時間を過ごしています。取材に
伺った日は、生放送の開始を待ちながら、カラオケを楽しむ皆さんの素敵な歌声が聞こえ
てきていました。

毒蝮三太夫さんからのメッセージ
番組の中では、毒蝮さんの足立区にまつわる思
い出話などで盛り上がり、終始笑顔でいっぱいで
した。収録後も毒蝮さんから「おしゃれをすること
はとても大事。人に見られていると思うことは若
さを保つ秘訣だよ。おしゃれをして外に出て、たく
さん人と会ってチャーミングなじじい、ばばあに
なろう」とアドバイスをもらいました。独特な毒舌
の中に時折見せる優しい口調や視線がお年寄りの
絶妙な掛け合いに皆さん笑いが止まりません
人気の秘密なのだと感じました。毒蝮さんは最後
に「こういったサロンを運営するスタッフはお金なんて関係ない。参加者の笑顔と会える
ことを心から楽しみにしてくれているんだよ。こういう場所を創って運営しているスタッ
フへの感謝も忘れないでほしい」とスタッフへの労いも忘れませんでした。
毒蝮さんが話していたとおり、
「笑うことは最大の認知症予防」といわれています。これ
からも「こぢや橋サロン」に参加して、皆さんでたくさんの笑顔を創っていってください。
取 材 日

平成 29 年 10 月 12 日（木）

参加者数

34 名

取材メモ

毒蝮さんの「笑顔と歯は同じくらい大切！」という言葉が印象的でした。

取 材 者

中村知意（社協・第 6 グループ）
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1名

交流する

【扇】

社会福祉法人白寿会 特別養護老人ホームプレミア扇

地域と一体感あふれる交流イベント
施設と地域が一丸となって
社会福祉法人白寿会が運営する「特別養
護老人ホームプレミア扇」では、地域の
方々と「交流を図りたい」、
「つながりを作
りたい」との思いで、6 年前から「地域交
流会」を開催しています。
当日は、施設の駐車場と１階フロアを開
放して、舞台ショーから模擬店、ゲーム、
バザーに野菜の詰め放題など、楽しいイベ
ントが催され、約 600 名の方々が来場さ
れていました。この交流会は、施設職員の
ほか、地域の方や施設利用者のご家族など
が一丸となって実施しているもので、会場内は地域との一体感があふれ、大きな盛り上が
りを見せていました。

交流から交友へ
工作コーナーでは、子どもたちに大人気
のプラ板づくりが行われていました。今年
も大勢の子どもたちで賑わい、参加した保
護者の方からは、「子どもを通して親同士
仲良くなりました」という声も聞かれ、親
同士のつながりも、回を重ねるごとに深ま
りました。また、その友達から新たなつな
がりも生まれているそうです。
「プレミア扇」では、これからも「つな
がれ・ひろがれ・地域の輪」を合言葉に、
地域住民がつながれる場、交流する機会を
増やしていきたいと話していました。
取 材 日

平成 29 年 11 月 5 日（日）

取材メモ

天候にも恵まれ、昨年の倍近い来場者もあり、最後まで大きな盛り上が
りを見せていました。

取 材 者

高橋祐治（社協・法人改革担当課）
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参加者数

587 名

【西新井】

交流する

西新井地域ふれあいサロン

つながる！広がる！西新井地域ふれあいサロン交流会
足立区初の試み
今回は、西新井地域にある 5 つの「ふれあい
サロン」（以下、サロン）が主催した「西新井地
域ふれあいサロン交流会」に伺いました。参加
したのは「サロンあじさい」「大人の隠れ家銀木
犀」「西新井いきいきサロン」「チューリップ」
「若松さんち」の５つのサロン。「この辺りのサ
ロンの人たちと交流できたらいいな」「地域の方
にもっとサロンを知っていただきたい」という
サロン代表者の声がきっかけとなり、今回の交
流会が実現しました。

「大人の隠れ家銀木犀」によるドラム披露

バラエティ豊かな発表に盛り上がる会場
会場となった「大内病院」講堂では、サロンスタッフや参加者が日頃の活動や「おすす
めポイント」を思い思いに発表したり、来場者向けにブース体験を用意したりと大盛り上
がり。「○○サロンに参加しているけど、△△サロンにも行ってみたい」。来場者からはそ
んな声も聞こえてきました。「ひとつのサロンだけでは限界。“西新井全体で見守りができ
る”そんな地域にしたい」という世話人さんの言葉が印象的でした。

「西新井いきいきサロン」の手芸体験

交流会世話人の皆さん！おつかれさまでした

取 材 日

平成 29 年 11 月 8 日（水）

取材メモ

世話人さんだけでなく、
「大内病院」、地域包括支援センター西新井など多
くの方の想いが詰まった温かい会でした。身近な地域に自分の「居場所」
がたくさんできる・・・こんな交流会が足立区全体に広がるといいですね！

取 材 者

阿部綾子（社協・第 4 グループ）
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参加者数

131 名

【本木北町】

解決する

ふれあいサロン “サロンみのり”

長年の思いを実現！地域の憩いの場作り
ふれあいサロンを立ち上げたきっかけは？
今回訪問した「サロンみのり」は、平成 29
年 9 月に立ち上がった「ふれあいサロン」
です。代表の糸井美恵子さんを中心に、女性
スタッフ 4 名、男性スタッフ 6 名で運営し
ています。
このサロンが立ち上がったきっかけを、
代表の糸井さんにお聞きしました。
「足立区
でボランティア活動を長年やってきたが、
これまでボランティアが忙しく、地域と関
わる時間があまり作れなかった。いつか地
域との関わりを持てる、『ふれあいサロン』
サロン終了後に、集合写真をパチリ。
のような活動をやりたいとずっと思ってい
た。そんな中で、老人会がなくなり、地域の人たちが集まってコミュニケーションをとれ
る場がなくなってしまったという声を聞き、立ち上げるなら“今”と思った」とおっしゃ
っていました。糸井さんの思いに賛同したスタッフの滝田博次さんと一緒に、
「ふれあいサ
ロン」を立ち上げることになったそうです。

男性が活躍するサロン

ビンゴの当選番号が目で見て分かるように、
手作りの大きなボードがありました

この日のサロンの内容は、ビンゴ大会や発声練
習、カラオケでした。ビンゴでは番号くじを参加
者に引いてもらうなど工夫がみられました。
このサロンの特徴は、男性が活躍していること
といえます。男性が受付や進行、カラオケのセッ
トなど、テキパキと動き回っていました。一人で
ポツンとしている方がいないように、全体を見な
がら参加者に声掛けする男性スタッフも。代表の
糸井さんは、
「みんなが支えてくれるので、安心し
てサロンを開けます」と話していました。

取 材 日

平成 29 年 12 月 13 日（水）

取材メモ

参加者の笑い声が絶えないサロンで、たくさん元気をいただきました。

取 材 者

中村里香（社協・地域福祉課）
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参加者数

19 名

解決する

【鹿浜】

いちかポケットの会

地域と連携 子ども食堂「いちか」
地域の方々に支えられて
「いちかポケットの会」は、鹿浜第一小学校の
PTA や OB の方が中心となり立ち上がった会で
す。代表の宮本さんは、子どもたちとの関わりの中
から、居場所づくりや食育などの必要性を感じ、平
成 29 年 2 月から月に 1 回平日の夕方、押皿谷住
区センターで子ども食堂「いちか」を開催していま
す。
子ども食堂「いちか」を支えるスタッフ、
「いちか」の特徴は、多くの機関や地域の方が携
ボランティアのみなさん
わって運営されていることです。その機関の一つで
ある「サロンいろり」のスタッフは、子ども食堂で提供する食事の調理を手伝っていま
す。寄付でいただいた食材を使うため、当日にならないとメニューが決められない中、
「サロンいろり」の先輩お母さんたちが手際よく調理してくださるおかげで、おいしい食
事が用意できます。また、ご飯を運んだり、子ども達と遊んだりしてくれるのが、足立区
立鹿浜菜の花中学校ボランティア部の生徒たち。回を重ねる中で、今では指示を出さなく
ても周囲の様子を見ながら動いてくれ、頼りになるサポーターです。若者から高齢世代ま
で多くの人に支えられ、子ども食堂「いちか」は
開催されています。
「子ども食堂をはじめて 1 年。課題は来てほしい
子どもにつながること」と、「いちかポケットの会」
の並木さん。栄養バランスのとれた食事がなかなか
できない子どもや、自宅で 1 人で夕食を食べる子ど
もに気軽に来てほしいと思っても、未成年に「食事」
取材日の子ども食堂（ランチ会）は、「江戸
を提供するには事前に親の同意が必要。親のサイン
餅つき屋」さんに協賛いただき、無料で餅
が無ければ受け入れることができないというジレ
つき＆お餅を提供していただきました
ンマがあるそうです。「まずは 3 年を目標に続けた
い。その中で少しずつ、課題と感じることをクリアしていけばと思う」とおっしゃってい
ました。
取 材 日

平成 30 年 2 月 17 日（土）

取材メモ

取材日のランチ会は、
「江戸餅つき屋」さんの他にも、
「特別養護老人ホー
ムさくら」を運営する足立邦栄会さんが無償でスペースを貸していただく
など、多くの方の協力で開催しました。地域に愛され、必要とされている
子ども食堂だと感じました。

取 材 者

平めぐみ（社協・地域福祉課）
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参加者数

111 名

【花畑】

活躍する

花畑地域学習センター・地域包括支援センターはなはた・
花畑あすか苑・レイモンド花畑保育園・社会福祉協議会

地域でボラ活！輝く！セカンドライフ応援プロジェクト
「地域デビューで引きこもり防止の講座を」
花畑地域学習センター主催で、花畑地域の社会福
祉施設などが協力して「地域でボラ活！輝く☆セカ
ンドライフ応援プロジェクト」が実施されました。
このプロジェクトは、①入門講座、➁ボランティ
ア体験、③情報交流会の 3 つのステップで構成され
ています。①で地域活動について学んでいただき、
➁で実際に体験、③で参加者同士の情報共有を行い
ます。
ボランティア相談・受付の様子
参加者からは、参加して良かったという意見が多
く、他には、「皆さんと楽しくなんでも気軽にお話できてよかったです」、「皆さんの話を
聞くことができて楽しかった、これからも積極的に参加したい」といったお話がありまし
た。
交流会の参加者（4 名中）2 名が、ボランティア
体験を行った「花畑あすか苑」での活動を開始し、
残り 2 名は次年度の「ここあだちカレッジ」の案内
を希望し、今後足立区社協で継続相談と、情報提供
などを進めていくこととなりました。
ボランティア体験の内容

花畑・ボランティア情報交流会の様子

・公共施設の花壇の手入れなど
・福祉施設の洗濯物たたみ、趣味活動の補助など
・区の認知症カフェ「はな 認知症カフェ」の補助
・保育園の補助

取 材 日

平成 28 年 11 月 18 日～平成 29 年 1 月 20 日

参加者数

延べ 12 名

取材メモ

足立区社協の独自の調査で、地域福祉活動に参加している住民は 1 割
以下にとどまる一方、機会があれば参加したいと考える住民は 4 割にの
ぼり、活動につながるきっかけがない実情があります。また、社会参加・
社会的役割を持つことは介護予防にもつながるとの報告もあります。
自ら進んで施設などに出向き、ボランティア活動を探すということが大
変という方は、こういった講座も一つの選択肢になると思います。花畑地
域学習センターでは、今後も地域の皆さんが社会参加につながるきっかけ
を作るような企画を開催するということでしたので、是非参加していただ
ければと思います。

取 材 者

加藤和宏、大竹光夫（社協・第 7 グループ）

従事職員
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4名

【六月】

地域を知る

ゆうあいの郷 六月

地域に開かれた喫茶室「喫茶 気まぐれ」
ゆうあいの郷 六月「喫茶 気まぐれ」
「喫茶 気まぐれ」は「ゆうあいの郷 六月」
の施設内、1 階の総合事務所入口からデイサ
ービスや地域包括支援センター六月へ向かう
廊下の一角にある小さな喫茶コーナーです。
公道から奥まったこの喫茶コーナーになぜ地
域住民は集うのでしょうか？

社会福祉法人聖風会
ゆうあいの郷 六月
公式ホームページより

一杯ずつ丁寧にコーヒー豆を

挽いてドリップしています。

おいしいですよ。

職員が語った「自主性に任せています」
スタッフは「足立区ケアハウス 六月」の利用者と
地域のボランティアがペアとなり、昼食時間以外は
二人体制だそうです。ここのボランティアは知人の
紹介で入る方が多く、中には 10 年続けている方も
います。「足立区ケアハウス 六月」の職員は基本的
にはスタッフの自主性に任せているようです。手を
出し過ぎず、目は離し過ぎず、程よい距離感と緩さ
がここの魅力のようです。

常連に聞いた「ここはのんびりできる」
「足立区ケアハウス 六月」の利用者の中に
は常連客がたくさんいます。朝 10 時や、昼
食後、3 時のおやつなど、一日の節目の時間
に利用されています。また、近隣の住民も地
域のイベント終了後に大勢で立ち寄るそうで
す。皆さんのお目当ては、1 杯 110 円の挽
き立てのコーヒー。のんびりできて居心地の
いい喫茶コーナーの雰囲気も魅力の一つのよ
うです。

のんびりできて居心地のいい空間です

取 材 日

平成 29 年 1 月 23 日（月）、平成 29 年 3 月 3 日（金）

営業時間

月～土 10:30～15:30

参加者数

約 10 名

取材メモ

「喫茶 気まぐれ」の不思議な魅力に第６グループは引き続き、注目してい
きたいと思います。

取 材 者

斎藤勝代、髙橋裕子（社協・第６グループ）

日祝休
従事職員
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2名

【東保木間】

解決する

まつりか子ども食堂

こだわりの子ども食堂、ついにスタート！
食事へのこだわりのあまり、レトルトカレーを開発!?
昨年 3 月、子ども食堂の情報交換会を開催
しました（※）。その後同年 11 月、東保木間
で子ども食堂がスタートしました。毎月第 2
金曜日に開催しています。
「まつりか子ども食堂」は食事内容にこだ
わっており、添加物削減の取組みを行ってい
ました。砂糖も上白糖は使用していません。
おやつもすべて手作りとのことでした。食育
にこだわりすぎた結果、レトルトカレーを開
発してしまったというエピソードには驚きま
した。

安心で安全な食事作り！

夢の実現へ向け、一歩一歩
今回の参加者は 9 名で、障がい児と健常児が
同じ空間で食事を楽しみました。しかし、代表
の茂呂さんは「なかなか浸透しない」と苦労し

楽しい食事風景！

ている様子でした。立ち上げ当初に様々な施設
へ声を掛けたところ、障がい児が多く集まり、
当初の“障がい児と健常児の時間の共有”とい
う目的から少しずれてしまったとお話しして
いました。

現在は学童保育や地域学習センターなどと繋がりができてきたことで、チラシの設置に
よるアプローチを行っています。
「障がい児と健常児の垣根をなくし、次代の福祉を担う子
ども達を育てたい」という想いの実現へ向かい、着実に前進していました。
最後に茂呂さんは「1 年後にまた来てください。もっと良くなっていると思いますよ！」
と自信に満ちた表情でお話ししていました。
取 材 日

平成 29 年 2 月 10 日（金）

参加者数

9 名（内保護者 4 名）

取材メモ

この一年間で地域とのつながりが広がっており、一歩一歩前へ進んでいる
と実感しました。茂呂さんの最後の言葉が力強くとても印象的でした。

取 材 者

中山勝友、伊藤浩一（社協・第６グループ）

従事職員

3名

※東保木間子ども食堂情報交換会…23 名（10 団体、8 関係機関）が参加した地域懇談会。
URL: http://adachi.syakyo.com/index.php/download_file/view/1602/1517/
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【花畑】

活躍する

特別養護老人ホーム 花畑あすか苑

特養を地域で活躍できる場に
障がい者の雇用の場として
平成 28 年 8 月にオープンしたばかりの木造建築の特
別養護老人ホーム「花畑あすか苑」。ここは 1 階にある
カフェ（あすカフェ：地域交流スペース）を活用し、地
域を巻き込んだ様々な取組みを始めています。その一つ
が、障がい者の雇用も視野に入れた「あすカフェ」での
実習生の受け入れです。今回の取材時は、足立特別支援
学校（知的障がい児対象の高等部）の生徒さんが実習中
でした。
雨宮施設長は「障がい者の雇用はどうしても掃除や自
転車整備など裏方の仕事が多い。だから裏方ではなく、
表舞台に出したい。カフェを通して、地域の方にも障が
いの理解を深めてもらう機会になれば」と熱い思いを語ってくれました。

地域と共に歩む施設に
他にも、10 月の大鷲神社大祭時に子どもスタン
プラリーのスタンプ所の一つとして参加し、施設
入所者の高齢者がスタンプ押しに協力しました。
11 月に隣の住区センターで開催された花畑住区
まつりと同時開催の「あすかフェスティバル」では、
介護寸劇を披露。施設長自らが、詐欺集団に騙され
るおばあちゃん役を熱演しました。悪役に騙され
る寸前に、正義の味方「ケアマレンジャー三銃士」
が登場し、おばあちゃんを助ける設定で、子ども達
や車いすの高齢者も笑顔で拍手を送っていました。
さらに、東武動物公園の協力（1 日限定）で「ふれ
あい動物コーナー」もあり、子ども達が喜んで動物
と触れあっていました。
このように、地域と積極的に関わっている花畑
あすか苑。今後の取り組みにも期待がかかります。
取 材 日

平成 29 年 8 月～11 月の 4 日間

取材メモ

「花畑あすか苑」は高齢者施設の枠に留まることなく、子ども・障がい者
へも幅を広げ、地域に根ざす施設を目指して積極的に取り組み始めていま
す。

取 材 者

橋本孝子、田嶋亮太郎（社協・第７グループ）
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参加者数

祭りなどのため多数

【一ツ家】

活躍する

メモリーカフェ ひとつや

思いやりの心を育む、キッズボランティア
「おばあちゃんの気持ちがわかったよ」
地域包括支援センター一ツ家では、小学生
を対象に高齢者疑似体験を行いました。セン
ターの高齢者向け行事である「メモリーカフ
ェ ひとつや」に、キッズボランティアとし
て参加するための準備です。
買い物の体験では、体が思うように動かな
い、よく見えない、声が聞こえづらいなど、
子どもたちは四苦八苦。杖を落としても後ろ
から声をかけられても気づかない、見えない、
聞こえない。やっと前から声をかけてくれた
時には心から「ありがとう」と言えたそうで
す。
おじいちゃんやおばあちゃんと一緒に住む家庭が少なくなったいま、高齢の方を思う貴
重な機会となりました。

疑似体験が活かされたボランティア活動
メモリーカフェ当日、神社の社務所の玄関
を入ると「こんにちは！」
「よろしくお願いし
ます！」と子どもたちの元気な声が響きます。
参加者が来るや否や、頑張って敬語を使いな
がら脳トレテストなどの説明をします。赤ペ
ンで、はなまるを書いた男の子。先生気分で得
意気です！お茶を出したり、けん玉を披露し
たり、みんな大活躍でした。
当日は雨で参加者がいつもより少なく、子
どもたちは「動きにくい体だったら傘をさす
のも大変だよね…」と、高齢者疑似体験で学んだ思いやりの心が表れていました。

サンプル
画像

取 材 日

平成 29 年 8 月 15 日（火）

参加者数

18 名

取材メモ

参加者からも「子どもがいると元気が出る！」と喜びの声が聞かれ、世代
間交流がもたらす効果を実感した取材でした。

取 材 者

齊藤愛実（社協・地域福祉課）

従事職員
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1名

【一ツ家】

交流する

スマイル・エイジングパートナー

食事をしながら地域交流「ちびっこどんぶり」
地域に根付いていくふれあいの場
平成 29 年 7 月に始まった「ちびっこどん
ぶり」は、認知症高齢者の通所施設をもつ
「NPO 法人スマイル・エイジングパートナ
ー」が毎月主催する地域交流イベントです。
初回の開催に向けては、職員が近所を回って
地道に広報をしました。取材日は第 2 回目の
開催日で、近くに住む地域住民や親子など
17 名が参加していました。
参加者は、ボランティアの方が弾くウクレ
レを聴きながらみんなで歌を歌ったり、披露
してくれた踊りを鑑賞したりしました。会場では子どもたちが歌えるものから、高齢者が
懐かしむ歌まであり、大きな歌声が響きました。

通うこと、交流することが元気の秘訣
前回も参加したという 90 歳を超える方に
お話を聞いたところ、「迎えに来てくれるか
らいい。毎週、毎月参加している。子どもは
可愛い」とのこと。
「スマイル・エイジングパ
ートナー」では、毎週「脳の健康教室」を開
催しており、その方は教室に通ってもう 3、
4 年になり、送迎付きの地域交流イベントに
とても喜んでいました。
本日のどんぶりは麻婆丼。みんなが食べら
れるように甘口です。少し恥じらいながら、
子どもたちもお手伝いをしていました。子どもも大人も食事をともにしながら、自然と笑
顔になれる場所です。
まだ始まったばかりの「ちびっこどんぶり」ですが、代表の荻田さんは「これからも地
域の皆さんと続けていきたい」話していました。短い時間でしたが、地域とのつながりが
少しずつ広がっていると感じました。
取 材 日

平成 29 年 8 月 19 日（土）

参加者数

17 名

取材メモ

地域のつながりが、笑顔と笑い声と共に広がっていくのが楽しみです！

取 材 者

齊藤愛実（社協・地域福祉課）

従事職員
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1名

【平野】

交流する

ふれあいサロン“ひつじ”

世代を超えた交流の場を目指す、ふれあいサロン
「もっと、みんなに知ってもらいたい！」
「平野一丁目商店会」の一角に、「ふれあいサロン」
がオープンしました。運営の中心は、平野地域にて高齢
者施設を開設している法人代表者の少路芳子さんと幼
稚園園長の寺山早苗さん。地域の篤志家（とくしか）で
す。「高齢者と子育て世代が交流できる空間を作りた
い」、
「高齢者の孤立を防止したい」
、
「障がい児やその家
族や地域住民が交流できる場所を創設したい」と高齢・
児童分野で活動するお二人の構想が広がった結果、立ち
上がったのが「ふれあいサロン“ひつじ”」です。
毎月第 2 土曜日の 14 時から 16 時に開催している当サロンは、
平野と竹親
（ちくしん）
地区に回覧版で周知をしているほか、クチコミで参加者がじわじわ増えているとのこと。
遊びにきた方の中には、いろいろなサロンに参加されている「サロン愛好家」の方もいま
す。「他のサロンの情報が入手できて参考になる」とスタッフも喜んでいました。

「ママ友」をつくるように、「老い友」をつくろう
サロンは、お茶のみやおしゃべりが中心です
が、参加者の要望で指や腕を使った脳トレが始ま
ることもあります。この日は、遊びに来た女の子
も一緒に脳トレにチャレンジ。また、作業所帰り
の男の子が片づけの手伝いに来てくれました。シ
ルバー世代の女性陣から「よく来たわね～！ここ
に座って！」と歓待される場面もあり、とてもに
ぎやかです。
日によっては、園児が団体で遊びにくることもあるそうで、サロンは多世代で交流でき
る場になっています。
「ひつじ」運営の楽しみは？という取材者の問いに、「今日も新しい人が来てくれまし
た。このような新たな出会いで、交流の輪が広がっていくことが何よりうれしい」「今後
はサロンの開催回数を増やしたり、介護予防や老い支度などの啓発活動を取り入れたり
と、楽しく老いていくことをみんなで考えながら共に歩んでいきたい」と明るいあたたか
な笑顔で、運営者のお二人が話してくれました。
取 材 日

平成 29 年 9 月 9 日（土）

参加者数

18 名

取材メモ

町会や自治会の掲示板やサロン会場になっている建物の壁にサロン開催
のポスターを作成し、告知しようという試みも検討しています。

取 材 者

大竹光夫、東瑞恵（社協・第 7 グループ）

従事職員
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2名

【花畑】

交流する

桑袋団地自治会・足立特別支援学校

恋する～♪ダンスで、地域と生徒の絆深まる
ようこそ！桑袋団地集会室へ
「桑袋団地自治会」は、昨年、足立特別支援学
校（主に知的障がいのある生徒が学ぶ）に招待さ
れたことをきっかけにして生徒との継続した交
流が続いています。自治会の佐藤会長より「つい
この前、自治会で学校の避難訓練に参加し、カレ
ー作りに協力してきたんだよ」というお話もあり
ました。
今回は自治会が昨年のお招きのお礼も兼ね、芸
能部の生徒 6 名を自治会集会室にご招待。校長
先生をはじめとする先生方、30 名もの地域の方が集まり、にぎやかな交流会が始まりま
した。

ダンスと輪投げで教え・教わる交流に
始まりは、AKB48 の「恋する～♪」の音楽に合
わせ、芸能部の生徒さんがとびっきりの笑顔でノリ
ノリダンスを披露。地域の方も手拍子・足拍子で一
気に楽しい雰囲気に。途中、生徒の「一緒に踊りま
しょう！」の掛け声で、見ていた地域の方も、一緒
にダンスに合流。ダンスが終わると「若い人といる
と気持ちも若返るわね」と笑顔で話してくれました。
ダンス後は、地域の方と生徒の混合 2 チームで
の輪投げ対戦です。初めての輪投げに戸惑う生徒さ
んに、地域の方が「あんまり力を入れちゃ駄目だよ」と優しくコツを教えてくれていまし
た。生徒も徐々に投げるコツを掴み、輪が棒にかかると「やったー！」と大歓声。
今回の交流会は、ダンスを生徒が、輪投げを地域の方が、教え合う形となり、まさに相
互交流の場となりました。
取 材 日

平成 29 年 9 月 15 日（金）

参加者数

40 名

取材メモ

最後は地域の方からお礼にと、生徒達へ手作り小物のプレゼントがあり、
生徒達からも文化祭参加の呼びかけもあり、更に絆が深まったようです。

取 材 者

橋本孝子（社協・第７グループ）
、堀崇樹（社協・地域福祉課）

※現在、ダンス部の披露の場を募集しております。ご興味のある方は、足立特別支援学校
（03-3850-6066）にお問い合わせください。
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解決する

【伊興本町】

男の台所

男性限定料理教室「男の台所」
男性だけで料理を作り、みんなで和気あいあいと食べる
「男の台所」は、毎月 1 回、伊興本町のキリ
スト教会隣接のカフェで行われている、男性限
定の料理教室です。平成 29 年 3 月からこれ
まで 8 回開催してきました。この企画は「ここ
あだちカレッジ 2016 秋コース」の卒業生に
よって誕生しました。男性の孤立死が増えてい
る現状を知り、食事という分野から予防できな
いかと考えて、卒業生の有志が立ち上がりまし
た。毎回 7、8 人程度の少人数ですが、回を重
ねるごとに腕が上がり、今ではみんなが手際よく作れるようになってきました。

男性限定の料理教室の魅力とは！？
「男の台所」の魅力について皆さんに伺
ったところ、
「技術だけでなく、料理に対す
るモチベーションも上がった」
「男性だけな
ので、気兼ねなく参加できた」
「料理教室だ
けど、みんなで食べるのがメインイベント」
など、ただ料理を学ぶだけではなく、コミ
ュニティとして成り立っているように感じ
ました。料理教室と聞くと女性のものと思
われがちですが、これから料理をマスター
してご自身とご家族の健康を支えるのも良
いかもしれませんね。

男の台所（足立）
取 材 日

平成 29 年 10 月 19 日(木)

参加者数

10 名

取材メモ

取 材 者

ささえあいリポー
男性だけだからなのか、終始和気あいあいと和やか ター 黒川康敬
な雰囲気の料理教室でした。ボランティアの有志か
ら集まった会なので、食事の時もボランティアに関
して、いろいろな意見交換をしていました。代表の
荒木さんが買い出しに尽力されているということ
で、参加費は毎回 500 円程度とのこと。これなら無
理なく続けられそうですね！

※インターネットで「足立区

男の台所」で検索すると詳細をご覧いただけます。
93

活躍する

【西保木間】

歯っぴぃ会

渕江住区センターで
「スマイルアップ あだち☆ちゅうりっぷ体操」
歯と口の健康づくりを広めます！
「歯っぴぃ会」は、竹の塚保健センターで行
われている歯周病予防教室の修了生による歯
と口の健康づくりグループです。
「歯がつくる
心の元気、体の元気」を活動テーマに歯と口
の健康について、自分たちが学んだことを地
域に広める活動をしています。
今回は、渕江住区センターで開催された健
康講座のオープニングで「スマイルアップ
あだち☆ちゅうりっぷ体操」を指導する「歯
ちゅうりっぷ体操は、歯や歯肉を守り、おいしく食事
っぴぃ会」を取材しました。まずは、代表の
ができる効果や素敵な笑顔づくりにつながります
成川さんの軽快なトークで場を和ませてか
ら、いよいよ体操に入ります。参加者は手鏡を使って自分の口もとを確認しながらメンバ
ーの麻生さんと飯塚さんの動きに合わせて、だ液腺のマッサージや舌を動かす体操を行い
ました。

「いい歯(わ)ね☆あだち」としての活動
足立区には、区内 5 か所の保健センター等
を拠点に歯と口の健康づくりグループが活動
しており、総称して「いい歯ね☆あだち」とし
て歯と口からの食育活動を展開しているそう
です。そこでは、「よく噛んで食べることの大
切さを伝えよう！」と、ご飯・マヨネーズ・粉
チーズなどを潰して焼いた「あだちっ子せんべ
い」を創作し、学校や区内のイベントで試食会
メンバーの麻生さん、成川さん、飯塚さん（左から）
を行う活動などを行っています。
「歯っぴぃ会」は 9 名で活動していますが、竹の塚保健センターで毎年開催されている
歯周病予防教室を修了して、一緒に活動してくれるメンバーを募集しています。
取 材 日

平成 29 年 11 月 13 日（月）

取材メモ

「歯っぴぃ会」は 20 年以上の歴史があり、最初から活動に参加している
麻生さんは「8020 運動を実践し、28 本すべてが自分の歯」だそうです。

取 材 者

伊藤浩一（社協・第 6 グループ）
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参加者数

約 40 名

【南花畑】

活躍する

花保フェスタ実行委員会

中学生がつなぐ、あだちと熊本のかけ橋
雨のなかの大盛況、第 15 回花保フェスタ
平成 29 年 11 月 23 日、区立花保中学
校で、第 15 回花保フェスタが開催されま
した。あいにくの悪天候で会場は体育館に
急きょ移設されましたが、大盛況でした。
フェスタまでの一年間、生徒会、中学校、
開かれた学校づくり協議会が会議を重ね
て準備してきました。95 人の在校生ボラ
ンティアが模擬店を切り盛りして大活躍。
いきいきと活動する生徒たちの姿をそこ
かしこで見ることができました。
午前 10 時から午後 3 時まで、途切れない人の流れ

熊本とあだち、1000 ㎞を超えて
会場でひときわ賑わいを見せていたの
が熊本県の農産物販売コーナーです。
きっかけは昨年 2 月、熊本復興に向けた
千住の仮設店舗活動を新聞で知った生徒
会長（当時）の大内さんが、活動の中心に
いた原田さんを訪ねて行ったことだった
そうです。お互い意気投合し、その後、生
徒会は集客のためのチラシの作成や配布
などで精力的に地域に働きかけてきまし
た。
「このあたりの大人は気持ちが熱いの
で、私たちのやりたいことを助けてくれ
る」と笑顔で話す大内さん。
遠く離れた熊本とのつながりを生み出
す中学生のパワー、それを応援する地域の
大人たちの姿が見えたイベントでした。

前副会長の石鍋君（左）と、前会長の大内さん（右）。
生徒会の気持ちに応えて動いてくれた九州復興支援
ネットの原田さん（中央）を囲んで

取 材 日

平成 29 年 11 月 23 日（木）

取材メモ

協力してくれた周囲の大人たちへの感謝を繰り返す大内さんの話しぶり
が印象的でした。来年の花保フェスタにも期待しています。

取 材 者

堀崇樹（社協・地域福祉課）
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参加者数

約 500 名

【伊興】

地域を知る

男ボラ粋生き倶楽部

街歩きで“新たな出会い・発見・つながり”の構築
より深く地域を知るきっかけとして
区内で活躍するボランティア団体「男ボラ粋生き倶
楽部」主催の紅葉狩りが、伊興地域で開催されました。
その後、希望者は地域包括支援センター伊興の協力の
もと、高齢者施設の見学会も行われました。
当日は、ポカポカ陽気で絶好の紅葉狩り日和。足立
区郷土博物館学芸員の多田文夫さんのご案内で、歌川
広重の墓所「東岳寺」や伊興地区の古刹「広現寺」に
も寄り、地区の文化財や歴史にも触れながらの“街歩
医王山薬師寺にて
き”。紅葉狩りの目的地「薬師寺」では、見事に色づく
紅葉をはじめとした木々の葉の彩りを前に「わーキレイ！」と歓喜の声。また、
「○○にあ
る紅葉もきれいですよ」
「桜のシーズンは○○方面が素敵！」など、参加者同士で自然と輪
ができ、情報交換もしていました。

社会資源の把握は地域活動の第一歩
紅葉狩りの後、希望者は施設に移動する途中で昼
食を買い入れ、特別養護老人ホーム「ウエルガーデン
伊興園」で施設見学と食事をしながら懇談をしまし
た。
施設見学では、「入所待機者は何人くらいいる
の？」
「月々の利用料金は？」など、具体的な質問も
活発にされ、関心の高さが伺えました。
地域包括支援センター伊興の岩田センター長から
は「皆さん真剣に話を聞いてくれました。施設のこと 岩田センター長からの施設説明時の様子
を知ってもらうことも地域活動の大切な第一歩で
す」と力強く話している姿が印象的でした。
参加者からは、「足立区の新たな発見ができました」との感想を聞くことができるなど、
普段何気なく通っている場所も、歴史に触れながら散策することで新たな発見もあったよ
うです。
取 材 日

平成 29 年 11 月 24 日（金）

取材メモ

地域の歴史や社会資源を知ることも地域活動の大切な第一歩だと改めて
感じました。

取 材 者

吉清健太郎、中山勝友（社協・第６グループ）
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参加者数

28 名（スタッフ 7 名含む）

【竹の塚】

活躍する

社会福祉法人あだちの里 竹の塚福祉園

花壇の自主管理で地域貢献「生きがいプロジェクト」
毛長川沿いに、新しい花壇が誕生
すっきりと澄み渡った 12 月の朝、「竹
の塚福祉園」の利用者と職員が「毛長川遊
歩道」
（武蔵野の路）の花壇を訪れ、水やり
を行いました。
区の「花壇の自主管理」制度により設置
されたこの花壇は、
「竹の塚福祉園」が取り
組む「生きがいプロジェクト」の一環とし
て、平成 29 年 11 月に造成されたもので
す。
寒い一日でしたが、水やりを終えて施設
に戻り、プロジェクトメンバーの小菅さん
に声をかけると、笑顔で「おつかれさま！」
と元気な返事を返してくれました。

水をやる小菅さん。今の花は 2 月まで楽しめるそう

「生きがいプロジェクト」で環境美化に貢献
「生きがいプロジェクト」は、「竹の塚
福祉園」が平成 26 年度から取り組んで
いる、利用者の活躍の機会づくりの活動
です。これまでは園内での活動でした
が、花壇設置で地域に直接貢献すること
になりました。
花壇の名前は「ハピネス」。「ここを通
る人が少しでも幸せな気持ちになってく
れるように」との想いを込めました。
花壇の水やりは毎日午前 10 時頃です。
写真のビブスを見かけた方は、ぜひ「が
んばって！」とお声かけしていただきた
いです。

揃いのビブスを着て、メンバーで集合写真

取 材 日

平成 29 年 12 月 6 日（水）

取材メモ

担当職員の根本裕佳さんから「この活動を通してご利用者さんが地域の中
で生きがいを見つけ今まで以上に称賛をされ、様々な形で地域の方と関わ
り合えるようにしたいと思っています」とコメントをいただきました。

取 材 者

堀崇樹（社協・地域福祉課）
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参加者数

7 名（うち利用者 4 名）

【竹の塚】

解決する

竹の塚ラジオ体操会

ラジオ体操から広がる地域の輪
人とつながるきっかけをつくりたい！
陽もまだ昇りきっていない午前 6 時半、
「竹の塚六丁目アパート」のラジオ体操を
取材しました。
昨年 8 月に始まったこの体操には、アパ
ートの入居者だけでなく近所の人も集ま
っています。一級ラジオ体操指導士の長谷
川さんが前に立って、体の動かし方などを
助言しながら体操を行います。
アパートには一人暮らしの高齢者が多
く、近所の方との交流の機会もありません
でした。体操の場が出来てからは、体操だ
けではなく、顔を合わせることがみなさんの心と体の元気の源となり、そこでは自然と地
域住民の輪が広がっています。

広がるつながり、続く習慣
この日は、体操の後に食事会がありまし
た。美味しい食事を前に、おしゃべりにも
花が咲きます。参加者からは「体操に参加
して友人が出来た」
「足が痛いけれど、みん
なに元気づけられるから来ている」といっ
た声が聞かれました。
毎朝、外に出るのはなかなか億劫です。
しかし、体操を続けることで体が快調にな
ったり、医者いらずになったという方もい
ました。そして何より、挨拶程度だった付
き合いも、今ではお休みすると参加者同士
が互いに心配するような間柄になっています。
人のつながりを感じられることが、継続して体操に参加できる大きな秘訣ですね！
取 材 日

平成 29 年 12 月 23 日（土）

取材メモ

2 号棟自治会の水野会長は、このような活動が地域に広がって欲しいとの
願いで、社協に取材の依頼をしたそうです。

取 材 者

齊藤愛実（社協・地域福祉課）
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参加者数

24 名

【西伊興】

地域を知る

西伊興住区センター

毎朝の体操でさわやかな１日のはじまり
気持ちも体も元気になる朝の習慣
西伊興住区センターでは、月曜日から土曜
日の 9 時 30 分から 10 時まで、体操を開催
しています。平成 25 年 7 月に始まり、いま
では 35 名から 40 名の方が参加しています。
住民の自主的な活動によって自然に増えてい
ったそうです。
あだち・らくらく体操やラジオ体操のほか、
ご当地体操などの DVD を見ながら体を動か
します。体操のネタは職員の方が自ら情報収
集をしているそうで、意欲的な探究心がうか
2 つの部屋を使って、今日は「忍忍体操」！
がえました！
事務長の佐藤さんは、
「今後はほかの住区センターとも情報交換をしながら、新しいお客
さまを増やしたい」と話してくださいました。

同年代の人と比べて若いと言われた♪
参加していた方にお話を聞いたところ、
「近くの公園で朝 6 時 30 分からラジオ体操
をやっているけど、それだと朝早い。ここは
時間がちょうど良いし、毎日やっているのが
良い」とのこと。また別の方は、
「やはり継続
は力なり。3 日も休むとなんだか調子がくる
った感じ」とおっしゃっていました。
以前に住区センターで行ったアンケート結
果では、体操に来るようになって元気になっ
たと回答した方が多かったそうです。住民の
ニーズにぴったりはまったこの体操は、皆さ
んの大事な生活サイクルのひとつになってい
ました。

「西伊興の“にー”！」でポーズをいただきました☆

取 材 日

平成 30 年 2 月 28 日（水）

取材メモ

決まった時間を目標に毎日外に出るということが元気な暮らしにつなが
ることを改めて実感しました。

取 材 者

齊藤愛実、堀崇樹（社協・地域福祉課）
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参加者数

34 名

100

資料
「進め！あだちプロジェクト」
後期アクションプラン

（１）後期アクションプランとは
平成 29 年度に行った中間評価を経て、計画後期にさらに活動を推し進
めるため、足立区社協が取り組む「進め！あだちプロジェクト」をより具
体的に描き出し「後期アクションプラン」として位置づけました。

（２）後期アクションプランの実施期間
計画の後期期間である 2018（平成 30）年度から 2020 年度の 3 年間に
取り組みます。
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（３）後期アクションプラン
進め！あだち
プロジェクト

１

その

地域の情報、発信・共有プログラム
住民自身が地域のニュースやリポートを柔軟かつ楽しい形で伝え、
地域の情報を共有していくような仕組みをつくります。

・地域活動の魅力や課題を多くの住民と共有するためのプログラムです。
・若い世代を含めた新しい住民層が地域福祉にふれるきっかけとなるよう、気軽に、楽し
く参加できる機会をつくります。

中間評価で見えた主な課題
・ささえあいリポーター（以下、「リポーター」）の活動の周知が不十分。
・リポーターに幅広い世代を取り入れる。
・パソコンやインターネットについて学べる機会をつくる。

アクションプランでの取り組み
・リポーターの活動の幅を増やし、さらに地域住民の発信の機会を増やします。
・リポーター同士が楽しく活動に取り組めるよう、仲間づくりの支援を行います。
・社協の広報がより親しみやすくなるよう、リポーターによる区民目線を取り入れます。
・幅広い世代で SNS（※）の活用が広がるよう、パソコンやインターネットについて学べ
る機会を提供します。
具体的な展開のイメージ
2018 年度

2019 年度

2020 年度

・リポーターによるまち歩 ・リポーターの組織化
き取材
・社協広報モニタリング
・社協広報モニタリング
・社協広報モニタリング
・区民に向けた SNS 等の ・区民に向けた SNS 等の
活用講座の開催
活用講座の開催
リポーター 10 名
リポート・記事数 15 本

リポーター 15 名
リポート・記事数 25 本

リポーター 20 名
リポート・記事数 35 本

※SNS…社会的なネットワークづくりを促進するインターネット上のサービスのことです。代表
的なものに Facebook（フェイスブック）や LINE（ライン）、Twitter（ツイッター）などがあ
ります。近年、各企業や自治体で利用が進んでいます。
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進め！あだち
プロジェクト

２

その

活動への参加促進プログラム
ボランティア活動等の担い手同士がつながって、活動の紹介や
コーディネートをしていく仕組みをつくります。

・ボランティア活動など広い意味での地域貢献の場に、活動者を迎え入れるためのプログ
ラムです。
・地域参加が課題となる高齢男性や、活動の希望が高い 30～40 代女性等を新しい仲間と
して迎え入れることができるよう、担い手自らが主体的に携わるかたちを大切にして実
施します。
中間評価で見えた主な課題
・活動が地域に知られていない。
・参加者の固定化・高齢化。中心になる人材が不足している。
・活動・事業につながりがない。
・地域の団体・機関が協力して、集まる機会をつくる。
・より地域に近い活動形態があると良い。

アクションプランでの取り組み
・ここあだちカレッジやボランティアスクールなど地域デビュー講座を活用して、参加者
が多様な地域の活動団体につながれる取り組みを行います。活動者自身が講座の講師を
担ったり、活動の紹介ができる講座を組むなど、関心が高まる企画を実施するため、地
域の活動団体と一緒に取り組める企画会議を立ち上げます。
・講座受講者が具体的な活動を体験できるような機会や、合同相談会等により多様な活動
団体と活動希望者がつながれる場づくりを行います。
・身近な地域での参加の仕組みができるよう、徐々に地域ごとでの企画を推進します。

具体的な展開のイメージ
2018 年度

2019 年度

・企画会議の立ち上げ

2020 年度

・地域デビュー講座の活用 ・地域ごとでの実施
（活動体験講座等）
・地域デビュー講座の活用
（地域包括支援センター
（団体活動紹介等）
・団体活動の合同見本市や
5 ブロック圏域内で
合同相談会の開催
各 1 回程度）
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進め！あだち
プロジェクト

３

その

小地域、みんなで連携プログラム
区の地域ケアや孤立防止の取り組みと連動して、小地域における
福祉課題解決のための仕組みをつくっていきます。

・町会・自治会や小学校区単位などの小地域における様々な福祉課題に対して、住民の取
り組みを底上げしていくためのプログラムです。
・地域連携の仕組みづくりに、区の取り組み（地域ケア会議、絆のあんしんネットワーク
等）と連動して取り組んでいきます。

中間評価で見えた主な課題
・地域で様々な団体の交流の場がほしい。
・他団体・他機関の特色を生かせるとよい。
・つながれる場づくり、交流会を開催してほしい。
・社協に地域とのつなぎ支援をしてほしい。

アクションプランでの取り組み
・多様な団体同士が交流したり、地域に周知できる機会をつくるため、社協がつなぎ支援
を行います。
・交流の場で地域の取り組みを発表したり、課題を共に考えることができる場として、地
域福祉活動フォーラムを企画・開催します。
・より身近な地域でのネットワークが徐々に広がるよう、地域ごとでの開催を推進します。
具体的な展開のイメージ
2018 年度

2019 年度

2020 年度

・地域福祉活動フォーラム ・ 地 域 福 祉 研 究 委 員 会 を ・より多様な団体と連携し
の企画・開催
ベースとしたフォーラム
たフォーラムの開催
の開催
（区内で 1 回程度）
（地域包括支援センター
（5 ブロック圏域内で
5 ブロック圏域内で
各 1 回程度）
各 1 回程度）
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用語集
SNS（ソーシャルネットワーキングサービスの略）
社会的なネットワークづくりを促進するインターネット上のサービスのことで
す。代表的なものに Facebook（フェイスブック）や LINE（ライン）、Twitter（ツイ
ッター）などがあります。近年、各企業や自治体で利用が進んでいます。
絆のあんしんネットワーク（連絡会）
孤立ゼロプロジェクトの一環として、地域住民や協力機関が連携して高齢者が抱
える問題を早期に発見し必要なサービスにつなげることで、住み慣れた地域で安心
して暮らせるまちづくりを目指すネットワークです。お互いに少しずつ“ちから”
を出し合って無理のない範囲で助け合って生きていく、緩やかなつながりです。
絆のあんしんネットワーク連絡会は、ネットワークの連携強化のため、各地域包
括支援センターごとに概ね年 6 回開催しています。
地域ケア会議
地域包括支援センター等が主催する高齢者個人に対する支援の充実と、それを支
える社会基盤の整備とを同時に進めていく、地域包括ケアシステムの実現に向けた
会議です。①地域支援ネットワークの構築、②高齢者の自立支援に資するケアマネ
ジメント支援、③地域課題の把握などを行っています。
地域福祉研究委員会
足立区社協定款第 32 条に基づく委員会です。「地域福祉課題の把握に関するこ
と」、「小地域における地域福祉活動の推進に関すること」、「地域福祉活動計画の評
価に関すること」等について、意見等を具申する機関です。民生・児童委員協議
会、町会・自治会連合会を主体とした委員により構成されています。
地域包括ケアシステム
団塊の世代が 75 歳以上となる 2025 年を目途に、重度な要介護状態となっても住
み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住ま
い・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される仕組みのことです。
ふれあいサロン
地域の高齢者や障がい者、子育て中の方の仲間づくりや閉じこもりを防止するた
めに地域住民が主体となって行う地域交流の場です。特定の会員によるサークルな
どではなく、近隣の地域住民に開かれた活動です。足立区社協では、立ち上げ支
援・運営支援を行っています。
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誰もが安⼼して暮らせる地域づくりを

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）

電話 03-6807-2460 Fax 03-5681-3374

