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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。 



はじめに 

 
平成 28 年度報告書の発刊に寄せて 

 
 平成 27 年度を初年度とする第 2 次地域福祉活動計画の策定から 2 年経

過しました。この間、区内では地域の皆様が主体となった様々な活動、取

り組みが展開されてきました。 
  
足立区では、基本構想（平成 28 年 10 月）で示した将来像「協創力でつ

くる 活力にあふれ 進化し続ける ひと・まち 足立」の実現に向けて、

区政全体の目標や基本的な考え方、具体的な施策を定めた「足立区基本計

画」を平成 29 年 2 月に策定しました。足立区社会福祉協議会でも、新基

本計画をふまえて、より一層、区との連携を図り、地域福祉の推進に取り

組んでまいりたいと考えております。 
 
 本報告書では、平成 28 年度の地域福祉活動計画の取り組みの結果及び

ささえあい活動事例を報告させていただきます。昨年度と比べて収録した

ささえあい活動事例は 41 件から 73 件に大幅に増加しました。また、ふれ

あいサロンの新規登録数が 34 か所で過去最高の結果となるなど、多くの

取り組みで前年度実績を上回ることができました。 
  
こうした成果は、すべて足立区の地域福祉の前進を表すものであり、こ

れも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。 
 
この報告書が住民の皆様の活動の参考となり、足立区のささえあい活動

のさらなる活性化の一助となれば幸いです。 
 
     

平成 29 年 8 月 
足立区社会福祉協議会 
事務局長 儘田 政弘 
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１ 本報告書について 
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（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 28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 

・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）

に向けて、「踏み出そう 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 本で

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を柱ごとに報告して

います。また、「3 地域ささえあい活動事例集」では、平成 28 年度の地域活動リポー

トを、取り組みの柱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 

気軽に立ち寄れる交流の場があるまち 

地域の中で多くの人がいきいきと活躍しているまち 

地域の福祉課題に、協力して取り組んでいるまち 

１ 地域を知る 

２ 交流する 

３ 活躍する 

４ 解決する 

目標を実現するための 4つの取り組み 
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・地域の取り組みを“後押し”するために、足立区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「進め！あだちプロジェクト」を位置づけています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☛ 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をプログラムごとに

報告しています。 

 

 

（３）計画の推進体制 

・計画では、足立区社協に設置した地域福祉研究委員会（☛ 108ページ）をモニタリング

機関と位置づけています。 

 

・足立区社協は、毎年度の取り組みの状況を取りまとめて地域福祉研究委員会に報告し、

計画の推進に結び付けています。 

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。 

 

後押し 

目標を実現するための 4つの取り組み 

進め！あだちプロジェクト 
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２ 取り組みの結果 
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（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、職員を講師として計 98 回派遣し、

出前講座を実施しました。 
 

項目 26年度 27年度 28年度 

①地域福祉入門 27回 34回 49回 

②ボランティア入門 3回 9回 4回 

③介護入門 10回 20回 16回 

④老い支度・権利擁護 26回 28回 23回 

⑤体験講座 5回 2回 6回 

計 71回 93回 98回 

  

 ◆福祉の学びの機会を提供 

出前講座は、第 1 次足立区地域福祉活動計画（平成

20 年 3 月策定）を受けて事業化されました。地域福祉

について学ぶ機会を出前形式で提供する事業です。ボラ

ンティアから介護まで、18タイトルを用意しています。 

提供する講座は、居場所づくりなどを内容とする「地

域福祉入門」の提供回数が増える傾向にあります。 

 

 ◆地域包括支援センターからの依頼に対応 

近年、地域包括支援センター（☛ 22ページ）からの

依頼が増加してきています。平成 28年度は、30回（総

件数の約 3割）が地域包括支援センターからの依頼でし

た。 

受講者の皆さんに、福祉を自分の事として理解してい

ただけるよう、受講者同士で話し合いを行う懇談会形式

での提供も行っています。 

平成 28年度は、計 38回の懇談会支援を行いました。 

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 

高齢者疑似体験講座 
（花畑地域学習センター） 

ふれあいサロンの講義の後、 
居場所づくりについて懇談 

（保木間・絆のあんしん連絡会） 
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◆出前講座の支援事例 ～関係機関と連携した福祉学習支援～ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）社協だより「ささえあい」の発行 

第 2次足立区地域福祉活動計画「進め！あだちプロジェクト」と 28年度の重点項目で

ある「災害時における支援体制づくり」について特集しました。 

「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を紹介

しました。 
 

号数（発行部数／発行月） 特集 

①第 44号（26,000部／ 7月） 
進め！あだちプロジェクト① 

地域の情報を発信します 

②第 45号（26,000部／10月） 
進め！あだちプロジェクト② 

ゆるやかなネットワーク 

③第 46号（26,000部／12月） 
進め！あだちプロジェクト③ 

力を合わせて地域の課題解決 

④第 47号（27,500部／ 3月） 災害ボランティアセンター 

 

（３）「ささえあいブログ」の発信 
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 73件発信しました。（☛ 23ページ） 
 

項目 26年度 27年度 28年度 

地域活動リポート数 15件 41件 73件    

 

出前講座事業を活用して、地

域福祉活動の支援に結び付け

た取り組みも行っています。 

第十三中学校ボランティア

部から出前講座の要請、活動紹

介の相談がありました。 

そこでオレンジカフェ「ほっ

とカフェ」のボランティアを探

していた同地域の地域包括支

援センターさのの職員へ講義

を依頼し、活動につなぎまし

た。現在ボランティア部の生徒

は「ほっとカフェ」でボランテ

ィアとして大活躍をしていま

す。（☛ 57ページ） 

③包括センターさの出前講座 
「『ほっとカフェ』について」 

②社協出前講座 
「ボランティア入門」 

④社協出前講座 
「高齢者疑似体験」 

⑤『ほっとカフェ』に 
ボランティア参加 

①相談受付：中学生向けの福祉学習 
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（１）ふれあいサロンの立ち上げ・運営支援（☛ 102・108ページ） 
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 26年度 27年度 28年度 

①登録数 69か所 81か所 106か所 

（内訳） 

・高齢者サロン 

 

55か所 

 

65か所 

 

90か所 

・障がい者サロン 1か所 1か所 1か所 

・のびのび親子ひろば 13か所 15か所 15か所 

②新規登録数 11か所 13か所 34か所 

③サロン参加者数 延べ 14,121人 延べ 18,747人 延べ 28,024人 

④サロン開催数 延べ 778回 延べ 975回 延べ 1,543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」にはなりません。 
 

◆人と人とのつながりの輪が増えてきています 

区内 25 か所の地域包括支援センター

と連携し、地域住民に向けてふれあいサ

ロン活動の周知を行いました。地域住民

からの「サロンを始めたい」という声や

区内事業所からの「サロンの会場に使っ

てほしい」という声に出向いて、サロン

立ち上げの支援を進めました。 
平成 28 年度の 1 年間で、前年度（13

件）の約 3 倍近い 34 件の新規登録につ

ながりました。また、前年度に比べて参

加者の延べ人数も 1 万人ほど増え、人と

人とが支えあう地域づくりへの関心が高

まってきています。 

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 

絆のあんしんネットワーク連絡会で、 
ふれあいサロン支援事業を紹介 
（地域包括支援センター六月） 
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◆サロン同士の輪がつながり、更に大きな輪へ 

毎年恒例の「ふれあいサロン研修会・交流会」を

開催し、30 か所 69 名の参加がありました。   
社協職員から、年々高まる高齢化に伴い、「これか

らのサロン活動に期待される役割」についての講義

を行いました。また、交流会では、職員もグループ

ワークに参加し、各サロン活動の情報交換を行いま

した。「もっと交流したい」という声も聞かれ、サロ

ン同士のつながりの可能性が感じられました。 

◆サロンは十人十色。区内には様々なサロンがあります 

ふれあいサロンは、参加者全員が主役になれる場所です。サロンの参加者自身が内容を

企画し様々な活動を行っています。サロン活動を継続していくうえでは、課題や悩みも出

てくるものです。その都度、サロンからの相談にのり円滑な活動につなげています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みんなで介護予防。高齢者 
サロンでは、体操が流行中 

親子でレクリエーション。 
子育てママさんの憩いの場 

活動継続 10年以上の 11か所
のサロンに感謝状を贈呈 

弘道第一小学校 
ボランティアグループは、 

あだちっ子 PLACE＋（プラス） 

扇小学校 
ボランティアグループは、 
アジア太平洋開発交流機構 

縁創奏 
ボランティアグループは、 

スカラーママ 

Kidsサロンあだち 

Kids サロンあだちは、平成 28 年度より本格実施となった事業です。ボランティア

グループが、子どもたちの学習支援・遊び・工作などの企画運営を行っています。 
平成 28 年 9 月には、栗原北小学校の児童を対象にした子ども食堂スタイルのサロ

ンを、また、区内小学校 2 校目となる扇小学校でのサロンを開始しました。 
平成 29 年 3 月現在、区内 3 か所で実施しています。（☛ 52 ページ） 
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（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 26年度 27年度 28年度 

①受講者数（春コース） 31名 33名 38名 

②受講者数（秋コース） 48名 47名 19名  
  

◆18科目、2か月間の講座 

ここあだちカレッジは、社協職員等が講師となって、

住民の地域活動のきっかけを提供するプログラムです。

28 年度は 18 科目を用意しました。受講者はオリエンテ

ーションで興味のある科目を選択し、卒業式までの約 2

か月間、講座を受講します。 

講座内容は足立区の福祉行政や地域の福祉課題につい

て、車いす体験や手話体験、福祉施設見学等、講義だけ

でなく体験型のプログラムまで多岐に渡っています。 

 

◆卒業後の活動は多方面に 

ボランティアグループへの参加のほか、個人ボランテ

ィアとして施設でのボランティア活動を始めたり、ささ

えあいリポーター（☛ 16 ページ）として地域活動の取

材・情報発信をするなど、活躍の場が多方面に広がって

います。 

 

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 
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◆平成 28年度「ここあだちカレッジ」からつながった活動 

2 か月にわたる講座の特性を活かして、受講者同士の横のつながりづくりを支援しまし

た。春コースでは、ふれあいサロン「シュシュ絆」、ボランティアグループ「足立 IT ボ

ランティア O2O（オーツーオー）」が誕生しました。秋コースでは、「男性だけで集まり、

料理・交流する居場所を作りたいという声が挙がり、社協が活動場所を紹介し、活動につ

ながりました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 26年度 27年度 28年度 

①ボランティア登録  人数 586人 597人 551人 

グループ数 61団体 67団体 77団体 

②ボランティア参加者 延べ 1,146人 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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者施設で素敵な演奏を
披露。参加している皆さんも
楽しそうです（オカリナサー

クル「さくらさくら」） 

トランプの絵柄が一瞬で変
化！手品や腹話術で地域にた
くさんの笑顔を届けています 

（長田正一さん） 

足立 ITボランティア 

O2O（オーツーオー） 

ふれあいサロン 

「シュシュ絆」 

卒業式で講座終了後の

活動を話し合い、新しい

一歩を踏み出します。 

ボランティア 

登録・紹介 

ささえあいリポーター 

（☛ 16ページ） 

ゴミ拾いボランティア 

男の料理教室グループ 

「男の台所」 

全 18科目のプログラム 

窓口では、ボランティアをや
りたい方・やってほしい方、
それぞれの要望に沿った情報
提供を心がけています。 
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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、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 26年度 27年度 28年度 

講座・講演会 12回 10回 15回 

 

◆福祉体験学習サポーター養成講座 

小中学校や地域からの要望が多い

「高齢者疑似体験」や「車いす体験」

等の講座を広げていくため、協力ボラ

ンティアの養成講座を開催しました。 

卒業生有志によって結成された「あ

だち福祉体験サポーターゆるき♡♡♡」

には、早速区内中学校での体験講座を

担当していただきました。職員が実施

する講座とは一味違う、メンバーの皆

さんの人生経験や温かみが感じられ

る講座はとても好評でした。 

（☛ 100ページ） 

 

◆あだち U－25ボランティアバスツアー 

平成 25年度より毎年開催している

福島県いわき市の視察と震災からの

復興を応援する現地でのボランティ

ア活動をセットにした若者向けのス

タディツアーです。 

参加した高校生や大学生の多くが

次のボランティア活動に一歩踏み出

してくれています。 

 

 

講座卒業後、初の講師（区立六月中学校での車いす体
験講座）を終えた“ゆるき♡♡♡”の皆さん。 

現地の産業復興プロジェクトである「ふくしまオーガ
ニックコットンプロジェクト」で、綿の収穫作業をお
手伝いしました。 
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（２）あったかサービスの運営 

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  26年度  27年度 28年度 

①会員数 ・協力会員数 332名 281名 305名 

・利用会員数 291名 341名 394名 

②研修 ・協力会員登録時研修 12回 12回 6回 

・協力会員フォローアップ研修 3回 4回 5回 

③実績 ・サービス提供時間 12,283時間 11,839時間 11,556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 26年度 27年度 28年度 

①会員数 ・提供会員数 564名 492名 505名 

・利用会員数 1,939名 2,088名 2,300名 

②交流会等 

 

・提供会員登録説明会 9回 6回 5回 

・提供会員登録時研修 3回 2回 2回 

・利用会員登録説明会 14回 14回 14回 

・交流会 4回 3回 5回 

③実績 ・活動時間 15,078時間 13,306時間 13,675時間 

・活動件数 13,107件 10,586件 10,932件 

 

（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、物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（社協職員）と連携し、

サービスを提供します。平成 28年度は 37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 26年度 27年度 28年度 

①登録生活支援員数 28名 31名 37名 

②生活支援員研修会 10回 8回 6回 
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（１）災害時における支援体制づくり チームあだちの発足 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 

◆自分たちにも何かできないか 
 

チームあだちは、男ボラ粋生き倶楽部と

足立区ボランティア連合会の災害をテーマ

とした合同研修会に参加した有志を中心に

発足しました。 

発災時は、区と社協が災害ボランティア

センター（以下、「災害 VC」という。）を立

ち上げます。しかしながら、区と社協だけ

では、必要な方に必要なボランティアの支

援を届けられない状況があります。 

「災害時自分たちにも何かできないか」

そんな思いで立ち上がったのがチームあだ

ちです。 

図上訓練ワークで災害時の地域のリスクが浮き彫りに 

◆大規模災害を想定したスキルアップ 
 

チームあだちでは、災害 VC運営協力のた

め、必要な技術を習得するため、定期的に

研修や訓練を実施しています。 

平成 28 日 7 月 22 日には、図上訓練ワー

クとして、火災危険度や倒壊危険度などの

被害想定に基づいた避難者の分布につい

て、足立区の地図への落とし込みをしまし

た。  

いつ来てもおかしくない大規模災害に備

え、災害 VC運営協力のためのスキルアップ

や地域団体との平時からの連携に今後も引

き続き取り組みます。 

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とりくみます 

区民向け防災ワークショップ 

災害支援体制づくりの定例会 
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（２）小地域活動相談・支援（職員地区担当制による業務実績） 

社協では、平成 24 年度から職員地区担当制（☛ 104 ページ）を導入し、地域の活動を

支援しています。平成 27年度からは、グループの主な役割を「地域活動の情報収集」及び

「出前講座の提供」等と位置づけて支援を行っています。 
 

項目 26年度 27年度 28年度 

総活動件数 258件 252件 220件 

（内訳） ・内部会議 47回 27回 19回 

重複あり ・会議・行事参加 67回 100回 143回 

 ・取材 7回 33回 32回 

 ・相談・打合せ 35回 16回 11回 

 ・出前講座 71回 93回 98回 

 ・懇談会 37回 43回 40回 

 ・その他 10回 6回 1回 

※（内訳）は重複があるため、内訳の合計＝総活動件数にはなりません。 

 平成 28 年 12 月 7 日、8 日、花畑団

地自治会とレイモンド花畑保育園の交

流企画「花のえん」が開催されました。 

 33人の園児、37人の高齢者が参加。

自治会が用意した折り紙のコマや、保

育園が用意したアートワーク（写真の

紙コップ積みなど）で交流を行いまし

た。高齢者の引きこもり防止とともに、

園児の多様な関わり体験の機会にもつ

ながるイベントでした。 

（☛ 93ページ） 

 ワーカーズコープが声かけ役となっ

て、学童保育に通う子ども、子育て中

の親、ボランティアで実施していた日

の出地域のこども食堂。 

相談を重ねて、自治会や地域の方た

ちが一緒に参加・運営する“地域の食

堂”に発展しました。 

平成 29年 3月、「ひので☀地域食堂」

を実施。高齢者、子ども、子育て中の

親などが集まり、60人を超える地域住

民でにぎわいました。（☛ 40ページ） 

  

高齢者と保育園児の交流の場づくり 

「花のえん」（花畑） 

“こども食堂”から“地域の食堂”へ 
 

ひので☀地域食堂（日ノ出町） 
千住 
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・住民による情報発信を後押しするため、「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」に掲載しました。（☛ 71ページ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○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、地域の情

報の発信・共有の仕組みをつくっていきます。 

○「ささえあいリポーター」を公募し、地域の催しや、小地域での福祉活動を取材し、

インターネットを活用して情報発信・共有を行います。 

○将来的にはリポートに対するコメントが行えるような双方向性をもったコミュニケ

ーションの場となることを目標にします。 

 
概要 

展開イメージ 
 

・媒体の検討、設計 
・リポーターの公募 
・研修、意見交換会 

住民 

足立区社協 

Ｈ27～ 

住民が気軽に、 
楽しく参加できる 

機会づくり 

住民 

足立区社協 

～Ｈ33 

サイト等開設、 

情報発信 

地区担当職員（足立区社協） 

地区レベルで、情報の掘り起しや発信・共有の活動をサポート 

進
め
！
あ
だ
ち
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト 

そ
の
１ 

平成   年度の取り組み 27 

トライアル実施説明会を開催 

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。 

試行実施の協力者を募集 

◆ ささえあいリポータートライアル実施 
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・ここあだちカレッジ秋コースで募集し、4 名

のささえあいリポーターが誕生しました。 

・ささえあいリポーターが取材・作成したリポ

ートをささえあいブログに掲載しました 

【1本作成】。（☛ 48ページ） 

 

・ささえあいリポーターの皆さんとの意見 

交換会を開催しました【1回開催】。活動 

を通じて感じたことや、取材・広報方法 

などについてのご意見をいただきました。  

 

 

 

・「SNS等情報発信・共有検討チーム」を立ち上 

げ、今後の社協の広報媒体として SNS等を使 

った情報発信方法について、各拠点の職員で 

検討を行いました。【5回開催】 

・11月に「広報に関する基本方針」をまとめま 

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成   年度の取り組み 28 

第 1期のささえあいリポーター4 名 

 

ふれあいサロン「千寿おとこ組」を取材 

 

社協全体の広報物についての課題を整理 

 

◆ ささえあいリポーター本格始動 

 

 

◆ 社協内で SNS（☛ 108 ページ）等の活用方法を検討 
 

 

 

平成   年度に向けて 29 
・リポーターの皆さんとの意見交換会では、リポートをより幅広い住民層に知って

いただくためのインターネットの活用方法が課題にあがっています。 

・ささえあいリポーターと報道関係者、社協職員を交えた検討会を開き、住民自身

が行う情報発信・共有の仕組みづくりを検討します。 

・「広報に関する基本方針」に基づき、地域住民にとって分かりやすい社協情報の

発信に向けた準備を進めます。 
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・ボランティア団体・NPO団体が中心となり、「男ボラ粋生き倶楽部」が発足しました。 

・実行委員会形式で、新たな活動者を発掘する取り組みとして、企画ミーティング（偶数

月）とイベント（奇数月）を交互に実施しました。 

 

◆平成 27 年度のイベント                 ◆企画ミーティングの様子 

月 イベント内容 

7 月 里山、農業、自然と職を語る 

iPad／ＩＴで考える障がい者支援（サロン） 

9 月 あだち姫伝説（講座） 

11 月 千住まち歩きのすすめ（体験・交流） 

1 月 災害時にできること（体験・講座・交流） 

3 月 花より男ボラ～足立の宝・五色桜物語～ 

（体験・講座・交流） 

○地域の福祉に携わるボランティア等が、新しい人材の参加促進の方法などの検討を

行う情報交換会を開催し、活動紹介などを行っていきます。 

○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取り組みます。 

 
概要 

展開イメージ  

検討 
・区内外の活動状況 

・周知に関する企画 
 

活動関係者 

情報交換会 

Ｈ27～ 

担い手自身による 
活動紹介の 
仕組みづくり 

活動関係者 

～Ｈ33 
活動説明会、 

体験会等の開催 

地区担当職員（足立区社協） 

地区レベルで、参加促進イベントの情報提供などをサポート 

進
め
！
あ
だ
ち
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト 

そ
の
２ 

平成   年度の取り組み 27 

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。 

 
◆ 「男ボラ粋生き倶楽部」発足 

 

 

いきい 
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◆ ガイドブックの作成 

 

平成   年度の取り組み 28 
◆ 独自イベントから他団体とのコラボイベントへ 

 

平成   年度に向けて 29 

 

・毎回特色あるイベントが企画されていることで、社協主催の講座やイベントには

無縁だった区民層にも足を運んでいただけるようになりましたが、団体参加やボ

ランティア活動への登録など、次のステップに踏み出してくださる方がまだまだ

少ないことが課題です。 

・実行委員会の自主性・主体性を尊重しながら、イベント参加者が無理なく自然に

次のステップに進める仕組み作りや活動作りを支援していきます。 

・平成 27 年度は、参加団体が幹事とな

りイベントを実施してきましたが、平

成 28 年度は、企画ミーティングでや

りたいことや興味のあることを挙げ

ました【9回開催、延べ 96人参加】。 

・企画に関連した団体とタイアップし、

それぞれの強みを生かしたイベント

を開催しました【4 回開催、延べ 72

人参加】。（☛ 38、50ページ） 

・タイアップすることで、団体と男ボラ

粋生き倶楽部との繋がりが生まれま

した。 

表紙の握手は、「誰とも手をつないで仲良

く交流しましょう」という想いが込めら

れています 

・イベント参加者との繋がりが切れてしまわな

いよう、男ボラ粋生き倶楽部のガイドブック

を作成しました。 

・ガイドブックには、男ボラ粋生き倶楽部の活

動紹介の他、足立区内で地域福祉活動を始め

るためのヒントも含まれています。男ボラ粋

生き倶楽部に参加すること以外にも、参加団

体への加入やボランティア登録、ここあだち

カレッジ等講座の案内を紹介しています。 

・随時内容を新たに発行していく予定です。 

「今スイーツおやじが熱い！」では、栄

養士で結成されたボランティアグループ

「スカラーママ」の協力を得て、アップ

ルパイやお月見団子を作りました 

19 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

・社会的孤立などをテーマに、特に梅島・島根地区を中心に懇談会を開催しました。 

・懇談をふまえて、ここあだちカレッジの卒業生、絆のあんしん協力員、町会・自治会、

民生・児童委員など、様々な地域主体の協力による居場所の立ち上げを行いました。 

 

◆「ご近所サロンふれんど」立ち上げまでの経過  ◆「ご近所サロンふれんど」の様子 

月 活動内容 

5 月 空き店舗活用の依頼・働きかけ（社協） 

6 月～ 講座の開催（社協） 

・ここあだちカレッジ、フォローアップ講座 

居場所づくりの懇談（ボランティア等） 

 会場の清掃・整備（ボランティア等） 

9 月～ 開設に向けた準備・練習（ボランティア等） 

11 月 地域の高齢者が集まれる居場所、 

「ご近所サロンふれんど」オープン 
 

○小地域での福祉課題解決に向けた地域連携の検討会を開催し、見守り活動や防災な

どの事例の共有を図るためのフォーラムを企画・開催します。 

○区の地域包括ケアシステム構築の動きと連動して、取り組みを行います。 

 
概要 

展開イメージ  

・制度等の情報共有 
・地域での取り組み 

のあり方の検討 
 

地域連携 

のための検討会 

Ｈ27～ 

地域包括ケアシステ
ム等と連動した 

小地域の連携づくり 

～Ｈ33 

地域福祉活動 

フォーラムの開始

 

地区担当職員（足立区社協） 

出前講座の提供や、協議体等への参加を通じて取り組みをサポート 

進
め
！
あ
だ
ち
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト 

そ
の
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。 

小地域 
小地域 

小地域 

◆ 町会・自治会やボランティアとの懇談を重ねて、居場所づくり 

 

 

平成   年度の取り組み 27 
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・平成 28年度、足立区から受託した「地域支え合い推進員」を中心に、地域包括ケアシス

テムづくり（☛ 108ページ）に向けた地域の活動支援を強化しました。 

・各地域包括支援センターが行う絆のあんしん連絡会などで出前講座を提供したり、話し

合いの支援を行うなど、社協事業と連動させて小地域の連携づくりを支援しました。 

・平成 27年度に梅島・島根地区を中心に行った居場所の立ち上げを、足立区全域に広げて

行うことが可能になったことで、住民主体の居場所づくりにも成果がありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成   年度の取り組み 28 
◆ 地域包括支援センターと連動した小地域の連携づくり 
 

 

平成   年度に向けて 29 

【取り組み】 

●出前講座（☛ 6ページ） 

●会議支援 

●居場所づくり相談 等 

（例）地域ケア会議から、体操の場づくりの相談をへて 

サロンの立ち上げ「サロンそよ風」（梅島） 

 

・絆のあんしん連絡会等を通じて地域課題を話し合う土壌が形成されつつあり、課

題解決の取り組みにつながる事例が少しずつ積み上げられてきています。 

・地域包括ケアシステムを推進するためには、地域課題に対し、地域の皆さんが主

体となった取り組みをさらに加速させることが必要です。 

・これまでの取り組み事例を地域の皆さんや関係機関と共有できる場づくり（地域

福祉活動フォーラムの開催）に向けて、社協内に設置している地域福祉研究委員

会（☛ 108ページ）で検討を行います。 

●絆のあんしん連絡会 

【年間 82回出席】 

●地域ケア会議（☛ 108 ページ） 

【年間 24回出席】 

（例）地域学習センター・地域包括支援センターと連携

して、孤立防止のための地域デビュー講座を開催（花畑） 

写真左「体験講座」／写真右「振りかえりの会」 
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（参考）地域包括支援センターのブロック区分 

 

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。高齢者やご家族の方の総合的な相談に応じ、支援します。必要に応じて訪問もします。

相談は無料です。 

 

 25か所の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。 
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３ ささえあい活動事例集 

 

 

 
 
 
 

ここに掲載した事例は、平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日

の間に、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。 
 
事例は、地域包括支援センターのブロック区分（☛ 22 ページ）順に

収録しました。 
 
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。 
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事例集の見方 

 

 
 

【取材者】 
社協職員の他、区民ボランティアの方が取材しました。 
社協では、主に地区担当職員（☛ 15 ページ）が取材活動を担っています。 

活動に関連する 
キーワード（活動） 
を記しています。 

該当する取り組みの 
柱（☛ 2 ページ） 
を記しています。 

取材地（町名）を 
記しています。 

 
※一部、広域にわたっ

て行われた活動もあり

ます。 

活動に関連する 
キーワード（人） 
を記しています。 

これは見本です。 

 

事例は 29ページ 

からです。 
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◆キーワード一覧 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

【中部】 

タイトル 分類 キーワード 頁 
梅田神明町自治会 青少年部 “静山祭”／アパートをキャンバス

に、ワークショップを登山に見立てて 
交流する 多世代 アート 29 

ふれあいサロン“梅田男談サロン”／頑張る男たちに毒蝮三太夫

さんがエール 
地域を知る 男性 居場所 30 

中央本町住区センター／“歌声サロン”で楽しく元気に 交流する 高齢 趣味 31 

足立ケアコミュニティそよ風／地域に開かれた施設を目指して 地域を知る 高齢 学習 32 

ふれあいサロン“ユーモア会” 地域を知る 高齢 居場所 33 

梅田地域学習センター・地域包括支援センター関原／スポーツス

タッキング大会 in 足立 2016 
交流する 多世代 運動 34 

ふれあいサロン“松葉会”／いつまでも作り続けたい 活躍する 高齢 趣味 35 

ふれあいサロン“わくわくお茶べりサロン”／見守りから始まっ

た高齢者の居場所づくり 
活躍する 高齢 見守り 36 

 

【千住】 

タイトル 分類 キーワード 頁 
地域包括支援センター千住西“お元気さん”／“自分のため”か

ら“地域の力”へ 
活躍する 高齢 健康 37 

男ボラ粋生き倶楽部・NPO 法人足立ほがらかネットワーク／“ま

ち歩き”でまちを知る、人とつながる 
地域を知る 男性 歴史 38 

帝京科学大学医療科学部看護学科／みんなで話し合うことが、地

域をつくる大きな一歩 
解決する 住民 健康 39 

ワーカーズコープ東京東部事業本部“北千住地域食堂”／みんな

が集まれる地域食堂 
交流する 多世代 食 40 

継続 11 年！！のびのび親子ひろば“りぼん” 交流する 子ども 子育て 41 

千住大賑会・河原／みんなで掃除！きれいな橋に 活躍する 住民 環境 42 
 

子ども 

高齢 

多世代 趣味 障がい 

男性 

歴史 

運動 

食 

貢献 

災害 学生 

健康 

子育て 

見守り 

学習 

自然 

介護 

手作り 

活性化 

祭り 

寄付 

住民 

居場所 

アート 

環境 

農業 
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タイトル 分類 キーワード 頁 
いきいきサロン運営委員会／バランスの良い食事が摂れる“いき

いき月曜サロン” 
活躍する 高齢 食 43 

ふれあいサロン“虹の会”／捨てられてしまうものが発展途上国

のために 
活躍する 高齢 貢献 44 

帝京科学大学医療科学部医療福祉学科／“第 1 回カレー甲子園”

開催 
活躍する 学生 食 45 

帝京科学大学医療科学部看護学科／地域包括ケアシステム実現に

向けて 
解決する 学生 健康 46 

千住仲町熟年いきいき部会／災害に弱いまちから強いまちへ 交流する 高齢 災害 47 

ふれあいサロン“千寿おとこ組” 地域を知る 男性 運動 48 

1010 キッズ食堂／千住関屋町に新しい子ども食堂が誕生！ 交流する 子ども 食 49 

男ボラ粋生き倶楽部・足立区ボランティア連合会／分かりやすく

課題を知ることが安心の一歩 
地域を知る 男性 学習 50 

千住元町町会女性部“にこちゃん隊”／住みよい地域をつくるた

めに 
活躍する 住民 見守り 51 

 

【東部】 

タイトル 分類 キーワード 頁 

あだっち子 PLACE＋／小学生を対象にした交流サロン 活躍する 子ども 居場所 52 

足立区社会福祉協議会／子ども支援ぷちぷち情報交換会 活躍する 子ども 貢献 53 

団塊綾瀬ネットワークだんだん／“きょうよう”と“きょういく”

の居場所 
活躍する 高齢 貢献 54 

のびのび親子ひろば“おやこあそびサロン加平”／子どもも大人

もみんな夢中！ 
交流する 子ども 子育て 55 

ふれあいサロン“サロン絆” ／男手も十分！サロン絆！ 活躍する 男性 居場所 56 

足立区立第十三中学校ボランティア部・地域包括支援センターさ

の／第十三中学校ボランティア部 × ほっとカフェ 
解決する 学生 貢献 57 

ふれあいサロン“むつみ会” ／地域のつながりを大切に！ 交流する 高齢 居場所 58 

足立区社会福祉協議会／ふれあいサロン説明会 in 綾瀬 交流する 住民 居場所 59 

ふれあいサロン“ボナサロン”／地域の未来を考える 解決する 高齢 居場所 60 

ドーミー亀有 Levi／こちら亀有？“こちドミ倶楽部” 地域を知る 高齢 健康 61 

中川地区安全対策会議 防火防災部／地域で、災害から身を守る取

り組み 
地域を知る 住民 災害 62 

ふれあいサロン“かがやきサロン”／家族と地域のために 解決する 高齢 食 63 

パークタウン東綾瀬自治会／いつ起こるかわからない災害に備え

て 
解決する 多世代 災害 64 
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タイトル 分類 キーワード 頁 

みずほ銀行綾瀬支店／高齢者の理解に努めています！ 地域を知る 高齢 学習 65 

らくらく仲間／若さの秘訣！！ 大きな声で元気よく健康づく

り！！ 
交流する 高齢 健康 66 

足立区大谷田就労支援センター／当事者がプロデュースする“バ

リアフリー調査隊” 
活躍する 障がい 学習 67 

グループホームきらら東綾瀬・東綾瀬きらきら保育園／地域で祝

う、100 歳の大お誕生日会！ 
解決する 多世代 居場所 68 

18 地区町会・自治会連絡会 水害対策委員会／水害に備える活動

をスタートしました 
地域を知る 住民 災害 69 

 

【西部】 

タイトル 分類 キーワード 頁 

北悠会／地域の老人クラブの活性化を目指して！  地域を知る 高齢 学習 70 

“ささえあいリポータートライアル実施”の協力者（住民の方）

／あだちの魅力再発見ツアー第 2 弾 
地域を知る 住民 自然 71 

アトリエほっと・しかはま／地域へ野菜を届けます 活躍する 障がい 農業 72 

サロン鹿浜／明るく安心できる団地づくりをめざして 交流する 高齢 見守り 73 

ふれあいサロン“のびのびサロン”／ミニ落語会 交流する 多世代 健康 74 

NPO 扇ことぶき会／“ことぶきで 月に一度の確認は  あなたの

笑顔 私の健康”～ことぶき会の詩より～  
交流する 多世代 食 75 

NPO 法人西新井間税会／楽しみながら地域のために！寄付金 
90 万超え！ 

交流する 住民 寄付 76 

銀木犀西新井大師／未来を担う子どもたちへの認知症サポーター

養成講座 
活躍する 子ども 見守り 77 

北悠会／参加者一人ひとりが主役！出前講座“ワンポイント介護

術” 
解決する 高齢 介護 78 

椿町会若椿会／40 年ぶり！町会全体で“子どもたちの思い出を” 活躍する 子ども 祭り 79 

ふれあいサロン“西新井いきいきサロン”オープン 交流する 高齢 貢献 80 

のびのび親子ひろば“かわいいあひるの子” 解決する 子育て 手作り 81 

子育てカフェ eatoco（イイトコ） 活躍する 多世代 活性化 82 

都営鹿浜五丁目団地北部自治会・男たちのグラウンドゴルフ／グ

ラウンドゴルフで地域活性、生き生き生活 
地域を知る 男性 運動 83 

足立入谷小学校／認知症サポーター養成講座 地域を知る 子ども 学習 84 
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【北部】 

タイトル 分類 キーワード 頁 
まつりか足立／立ち上げよう、子ども食堂！ 東保木間で楽しいお

食事会！？ 
解決する 障がい 食 85 

ほっとサロン万葉 活躍する 高齢 見守り 86 

ケアこみゅ＠home 足立／“介護”のノウハウを地域に提供 活躍する 高齢 介護 87 

のびのび親子ひろば“みんなのおうち”／子どもから高齢者が集

える 
活躍する 多世代 子育て 88 

鷲宿平成クラブ／花畑で花ひらく ふれあいサロン“サロンおお

とり” 
交流する 高齢 居場所 89 

桑袋団地自治会・地域包括支援センターはなはた／期間限定！夏

の花畑 8 丁目オレンジカフェ 
解決する 高齢 学習 90 

ふれあいサロン“コスモスの会”／ゆったり、笑顔で過ごしサロ

ン 10 年間 
交流する 高齢 手作り 91 

六町駅前商店会 resk（レスク）・花畑共同作業所／商店会が仕掛

ける地域のつながりイベント 
交流する 障がい 活性化 92 

花畑団地自治会・レイモンド花畑保育園／保育“園”による、地

域がより良い“縁”で結ばれる“宴” 
活躍する 多世代 アート 93 

Koen（コエン）／気軽に、気楽に。子育てママ出会いの場 交流する 子ども 子育て 94 

桑袋団地自治会・足立特別支援学校／笑顔あふれるおもてなし～

地域交流、はじめの一歩～ 
解決する 障がい 貢献 95 

伊興中央町会／地域を守るための防災訓練 地域を知る 住民 災害 96 

竹上和会／いきいき生け花。感じる“和” 地域を知る 高齢 祭り 97 

ふれあいサロン“平一くつろぎサロン”／見守り、交流を兼ねた

居場所づくり 
解決する 高齢 見守り 98 

メモリーカフェひとつや（地域包括支援センター一ツ家）／この

ままずっと、続けていきたい 
活躍する 高齢 見守り 99 

あだち福祉体験サポーター ゆるき♡♡♡／六月中学校で実践デビュ

ー！ 
活躍する 障がい 貢献 100 

 

【その他】 

タイトル 分類 キーワード 頁 

足立区新田ふるさと会／飛鳥山公園ＤＥ花見交流会 交流する 住民 災害 101 

 

28 
 



梅田神明町自治会 青少年部 “静山祭” 

アパートをキャンバスに、ワークショップを登山に見立てて 

きっかけは「静山荘」の解体 

6 月 11 日・12 日に、梅田にあるアパート「静山荘」にて、

ワークショップを登山に見立てたイベント「静山祭」が開催さ

れました。梅田神明町自治会青少年部のバックアップを受けて、

「静山荘」所有者のお孫さんである山﨑麻由さんを中心に、兄

のたいくさん、弟の北斗さん、日本画家の栗原由子さん、他 2

名の計 6 名のメンバーで企画されました。 

築 48 年の「静山荘」解体が決まり、麻由さんが友人に寂し

さを伝えると、アートイベントを提案され、栗原さんからペイ

ントをしようとの声掛けがあり具体化したそうです。準備期間

の 1 か月余りの間に、様々なワークショップや出店が決まりま

した。 

 

「静山荘」が地域をつなぐ 

白い建物は巨大キャンバスとなり、

栗原さんと子ども達の手によって、に

ぎやかに彩られました。子ども達は手

や服をペンキまみれにして、はしゃぎ

ながら絵を描いていました。 

 

参加されていた親子にお話を伺うと、ポスティングされたチ

ラシを見て「静山祭」に足を運んだとのことでした。 

この他にも、農場主の浅野悦男さんによる食育体験、子育て

カフェ eatoco さんによる子ども服の交換会が行われました。 

 

取材に伺った 11 日は、小さい子どもとその親という、子育て世代が多く見られました。

長く愛された「静山荘」が地域の力を引き出して、たくさんの人を呼び寄せたように感じ

られました。 

 

取 材 日 平成 28 年 6 月 11 日（土） 

参加者数 約 200 名（11・12 日合計） 従事職員 2 名 

取材メモ お天気にも恵まれ、たくさんの方々が「静山祭」を楽しんでいる様子が印

象的でした。地域の力を実感する機会となりました。 

取 材 者 阿部裕美（社協・第 3 グループ）、桑原清美（社協・地域福祉課） 
 

夢中で色を塗っています 

入口は「登山口」。素敵な 

チラシがお出迎えします 

【梅田】 

 

交流する 多世代 アート 
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ふれあいサロン “梅田男談サロン” 

頑張る男たちに毒蝮三太夫さんがエール 

梅田男談サロンの男性たちがラジオ出演 

 6 月 30 日、地域包括支援センター関原で開催

されているふれあいサロン「梅田男談サロン」に

ＴＢＳラジオ「毒蝮三太夫のミュージックプレゼ

ント」の取材が入りました。 

区内の多くのサロンは女性の参加者が多い中、

このサロンは男性のみで開催されており、まさに

「男たちのサロン」です。今回、生放送のラジオ

番組にて、サロンメンバーと毒蝮さんによる、男

同士ならではのユニークなやり取りが繰り広げられました。 

 集まったメンバーから「マムちゃーん！」という歓声から始まった収録。毒蝮さんは登

場して早々、「じじぃ、いくつだ？」とメンバーに質問。“毒蝮節”が炸裂しました。トー

クの内容は、メンバーの奥様のお話、昔の足立区の歴史など多岐にわたりました。中には

男同士でないと話せないような内容（女性禁制）もあり、大変盛り上がりました。 

毒蝮三太夫さんからのエール 

 放送後、毒蝮さんの昔の足立区の思い出など、

面白いお話を沢山してくださいました。お話は

尽きることなく、たくさんの笑顔でいっぱいの

素敵な時間となりました。そして最後に、毒蝮

さんから男談サロンの男性たちにエールが送ら

れました。「皆でたくさん話して認知症予防。ず

っと元気でいよう。」「ひきこもっている人たち

をできるだけ出して仲間に入れよう。」「文明の

利器をどんどん使って頭の体操をしよう。」「少

しのオシャレをしよう。チャーミングなじじぃ

になろう。」などの素敵な言葉をたくさん頂きました。楽しく年を重ねる秘訣を伝授してく

ださり、サロンメンバーの皆さんは熱心に耳を傾けていらっしゃいました。 

 今回の収録はメンバーの皆さんにとって忘れられない思い出になったのではないかと思

います。終始笑顔が絶えない素敵な時間でした。引き続き、男談サロンの皆さんには、趣

味やおしゃべりを楽しみながらいきいきと人生を楽しんでもらいたいと思います。 

取 材 日 平成 28 年 6 月 30 日（木） 

参加者数 30 名以上 従事職員 5 名 

取材メモ 大爆笑のやりとりに笑いが絶えない時間でした。 

取 材 者 信田麻衣（足立区実習生 上智大学 3 年生） 

鈴木香世（社協・第 3 グループ）、田嶋亮太郎（社協・地域福祉課） 
 

【梅田】 

 

地域を知る 男性 居場所 
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中央本町住区センター 

“歌声サロン”で楽しく元気に 

歌は元気の源 

中央本町住区センターで毎月開催されてい

る「歌声サロン」は、毎回地域の方々が集ま

り賑やかに行われています。平成 24 年 6 月、

住区センターの平山事務長と伴奏ボランティ

アの三澤由美子さんが、皆で歌う機会を作ろ

うと歌声サロンが始まりました。 

 4 年が経ち、開始当初から比べると歌うテ

ンポも合うようになり上手になってきている

そうです。公平に曲選びを行うため参加者は

140 曲近くあるリストの中から曲を選び、リ

クエストカードに希望の曲を記入します。 

 

いろいろな歌が出てくる楽しさ 

 歌声サロンの時間になると、会場で三澤さんが笑顔

で参加者を迎えます。「毎月、三澤さんに会いに来てい

るんだよ」と話す方も。7 月 16 日は 46 人の参加者

で歌声サロンが始まりました。参加者の皆さんは伴奏

に合わせて歌い、混声合唱団のような迫力のある歌声

です。伴奏の三澤さんもこの歌声を聞くとうれしくな

るそうです。 

 

参加者の皆さんが選んだ曲は様々で、童謡・唱歌・

演歌・歌謡曲など、時々古い曲が出ると笑い声があが

ります。知らない曲でも歌集を見ながら、皆と一緒に

歌うことができます。 

あっという間の2時間で20曲近く歌うことができ、

「楽しかった～」、「また来月ね」と言って笑顔で帰る

参加者を見て、元気の秘訣を実感しました。 

 

 

取 材 日 平成 28 年 7 月 16 日（土） 

参加者数 46 名 従事職員 2 名 

取材メモ 歌声に重厚感があり、とてもステキなハーモニーでした。 

取 材 者 桑原清美（社協・地域福祉課） 
 

参加者の皆さん 

様々な曲を伴奏する三澤さん 

皆の声が混じり合い大合唱に 

【中央本町】 
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足立ケアコミュニティそよ風 

地域に開かれた施設を目指して 

そよ風セミナー2016 

梅島の地に介護付有料老人ホーム「足立ケアコミ

ュニティそよ風」がオープンして早 11 年。 

「老人ホームという閉鎖的なイメージを変え、地

域に開かれた施設を目指したい」と、入居相談員の

国分さんが今年企画したのが「認知症」と「老い支

度」をテーマにした 2 回の公開セミナー。 

「地域住民の方にも、年を重ねることへの準備や、

老人ホームがどういうところかを知っていただく機

会にもなれば」と入居者向けではなく、あえて地域の方向けに企画されています。 

 

アットホームな雰囲気で参加者にも好評 

8 月 21 日（日）に行われた「老い支度」の公開セ

ミナーの様子を取材に伺いました。 

猛暑の日にも拘わらず男性 4 名、女性 3 名のご近

所の方が参加されていました。参加された方は「自分

や、家族にいつ介護が必要になったり、認知症になっ

たりするかわからないから、備えが必要だと痛感して

いるの。だから色々な制度があることを知りたかった

のよ」とお話ししてくださいました。説明中に参加者

の方から遺言書の作成について活発なご意見があったり、参加者同士の間でも意見交換が

できてアットホームな雰囲気で終えることができました。今後も、地域に開かれたセミナ

ーの開催を期待する声が多くありました。 

「これからも、地域密着型として、空いている時には地域の皆様にも気軽にお使いいた

だけるような施設を目指しています。お気軽にご相談ください」と国分さん。 

10月には、施設のお祭りを地域住民の方にも参加していただけるよう計画中とのこと。

これからのそよ風さんの取り組みが非常に楽しみです。 

 

取 材 日 平成 28 年 8 月 21 日（日） 

参加者数 7 名 従事職員 2 名 

取材メモ 「少人数での方が話が聞きやすい」というお話もあり参加者の方も質問

しながら進めていける講座は満足度が高いかもしれないなと感じまし

た。 

取 材 者 松尾亜弥（社協・第 3 グループ） 
 

【梅島】 
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ふれあいサロン “ユーモア会” 
 

七夕の飾りつけに大奮闘 

ユーモア会は、平成 22 年 7 月に開設した

サロンで、毎月第一木曜日に関原二丁目にあ

る中部地域会議室にて 13 時 30 分～15 時

で開催しています。 
訪問した日はちょうど七夕にあたり、代表

者の矢部さんが大きな笹とスイカを調達して

きて下さいました。参加者の皆さんは「昔は

七夕が終わると笹を川に流したものよ」等、

昔の思い出を話しながら折り紙で飾りを作り

「世界平和」や「いつまでも元気で暮らせま

すように」等、願い事を書いていました。 
 
飾り付けが終わると、スイカや皆さんが持ち寄った漬物、あんこ等、お茶と共におしゃ

べりに花が咲きました。飾り付けが終わった笹は、共に地域包括支援センター(以下「セン

ター」)で数日間飾られることに。参加者の皆さんは帰り際にセンターに立ち寄り、普段は

忙しいセンター職員も、この時ばかりは季節の風情を感じる瞬間でした。 
 

ユーモア会とは 

普段は、代表の矢部さん（黒一点！）を筆

頭に 10 名前後の参加で、折り紙、脳トレ、

おしゃべりの他、四季のイベント等を行って

います。矢部さんのユーモアあふれる会話で、

参加した女性たちも笑顔がいっぱい。その名

の通り、「ユーモア」あふれる「会」でした。 

 

 

 

 

 

取 材 日 平成 28 年７月７日（木） 

参加者数 10 名 従事職員 ２名 

取材メモ 年齢の高い方も多く、取材日はとても暑い日でしたが、皆さん、自転車を

乗りこなす等、さっそうとサロンに通われている姿に脱帽しました！ 

取 材 者 久米薫（社協・地域福祉課） 
 

【関原】 
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梅田地域学習センター・地域包括支援センター関原 

スポーツスタッキング大会 in 足立 2016 
 

幅広い年齢の方が一緒にできるスポーツ 

11 月 20 日（日）、今年で 5 回目となる「スポ

ーツスタッキング大会 in 足立 2016」が開催され

ました。梅田地域学習センターと地域包括支援セン

ター関原(以下、包括関原)が共催で大会を運営して

います。それぞれのセンターでは、スポーツスタッ

キングの普及にも努めています。 

スポーツスタッキングは 12 個のカップを積ん

だり崩したりしながら集中力を養い、スピードを競

う競技です。年齢別にエントリーし、3 種類の競技

種目でタイムを計り、1 位から 3 位までに入ると

メダルが贈呈されます。今回も 4 歳から 92 歳までの参加があり、幅広い年齢層で楽しめ

るスポーツ大会となりました。 

 

審判は高齢者、子ども達との交流も 

この大会では、包括関原の介護予防教室で練習し

ている地域の高齢者の方々がボランティアで審判

を行い、今年は 11 名の方が協力しました。子ども

達が競技をする時は温かく見守り、大人が競技をす

る時は良いタイムが出るようにと応援してくれて

います。競技のタイム測定が終わると、審判の皆様

によるペアの競技の披露や、高齢者と子ども達のリ

レー対決で盛り上がります。 

リレーが楽しかったという感想もたくさん聞か

れました。スタッキングを通して多世代の交流も見

られ、楽しい時間でした。 

 

取 材 日 平成 28 年 11 月 20 日（日） 

参加者数 44 名 従事職員 1 名 

取材メモ 緊張感あふれるタイム測定、参加者同士で盛り上がるリレーなど様々な感

情を引き出すスタッキングを始めてみませんか？大会は年に 1 回開催し

ています。初心者でも練習時間があるので誰でも参加できます。 

取 材 者 桑原清美（社協・地域福祉課） 
 

最年少（4 歳）のお子さんもチャレンジ 

毎年盛り上がる、高齢者ＶＳ子どもの 

スタッキングリレー 

【梅田】 
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ふれあいサロン “松葉会” 

いつまでも作り続けたい 
 

みんなでチクチク針仕事 

サロン開設から８年目を迎える「松葉

会」です。地域集会所の一室で、何やら

皆さん、一心に指先を動かしています。

よく見ると細い糸を小さな針穴に通した

り、小さいフェルトに爪楊枝で糊付けし

たり、チクチクと針仕事が進んでいきま

す。季節にちなんだ物やショール等、か

わいらしい小物を作成中です。一見、細

かくて気が遠くなるような作業ですが、

出来上がりを想像しながら作り上げる楽

しさは、手芸好きにはたまりません。 

お茶を飲んだりおしゃべりしながら、ゆっくり静かな時間が流れます。約一時間かけて

作品が出来上がります。「玄関に飾るわ」「テレビの上に置こう」等、出来上がった作品に

嬉しそうな皆さんの笑顔です。 

 

かわいい干支を思案しました！ 

サロンの皆さんが楽しい手芸のひとと

きを過ごせるように、安くて、1 時間位で

完成する物で、出来上がると嬉しい小物！

を思案するのは副代表の泉川さんです。な

んともいえぬ難題ですが、3 日間頭をひね

って考え、当日までに一つ一つキットにし

て用意して来て下さいます。この日は来年

の干支にちなんでニワトリを見本として

持参されました。「目を書いたり、パーツ

を貼ったりするのは皆さんにお任せする

の。いろいろな表情ができるのが楽しいで

しょ」と話す、笑顔が素敵な副代表です。 

 

取 材 日 平成 28 年 11 月 29 日（火） 

参加者数 6 名 従事職員 2 名 

取材メモ 細かい作業を楽しむ、皆さんの集中力に頭が下がる思いでした。 

取 材 者 久米薫（社協・地域福祉課） 
 

【足立】 
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ふれあいサロン “わくわくお茶べりサロン” 

見守りから始まった高齢者の居場所づくり 
 

高齢者の居場所の必要性を感じて 

「高齢者の居場所をつくりたい」と強い思いでサロン

を立上げたのは、わくわくお茶べりサロン代表の小林勝

子さん。昨年まで民生委員として活動され、地域包括支

援センターあだちの絆のあんしん連絡会で居場所づく

りの話を聞いたことや、見守り活動での住民の声から高

齢者の居場所がこの地域には必要だと感じたそうです。 

この地域は、75 歳以上の高齢者が 500 人を超え、

そのうち 3 割が独居高齢者という地域。「行き場がなく

閉じこもっている人たちが少しでも外に出てきてもら

えたら」と昨年 12 月にサロンをスタートしました。「い

つかは自分も（サロンに）お世話になるからね、自分の

ためでもあるのよ」と、支援者としてだけでなくこの地域で暮らす一住民として、サロン

活動を始めました。 
 

わくわくお茶べりサロンから地域を元気に 

 第２回のわくわくお茶べりサロンに訪問しました。寒

い日ではありますが、10 名を超える方が来訪されまし

た。生演奏の合唱に始まり、塗り絵やクロスワード、歌

いながらボールを渡すゲーム、座ってできる体操と様々

なメニューに取り組まれています。参加者の中には、独

居で近所との関わりの少ない方も数名参加しています。

サロンに参加することで地域との繋がりができ、孤立の

解消に繋がっています。 

スタッフの中には手話が出来る方やそれぞれ特技が

あるようです。「一緒に活動していく仲間から同じよう

に活動をしてみたいと思う人が増え、この地域に居場所が増えると良いわね」とおっしゃ

る小林さん。わくわくお茶べりサロンからこの地域がどのように変化していくか、注目で

す。 

 

取 材 日 平成 29 年 1 月 16 日（月） 

参加者数 20 名 従事職員 3 名 

取材メモ 「どなたでも来てほしいわ」と開放的に取り組まれています。賑やかで

明るい雰囲気のサロンです。 

取 材 者 安田雅俊、水野里香（社協・第 3 グループ）、桑原清美（社協・地域福祉課） 
 

サロン立ち上げのためお揃いのコップ

と手作りのお菓子入れを用意。 

参加者をお迎えします 

 

生演奏に合わせて歌を合唱。歌うだけ

でなく、歌詞の解説を聞きみんな「初め

て知ったわ」と新しい発見も 

【足立】 
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地域包括支援センター千住西 “お元気さん” 

 “自分のため”から“地域の力”へ 
  

地域包括支援センター千住西でボランティア活動をしている「お元気さん」の皆さんに

お話をうかがいました。「お元気さん」はもともと介護予防教室の参加者で、「自分たちも

何かお手伝いできないか？」と声があがり、お便りの発送や、折り紙教室のサポートなど

をお願いするようになりました。 

 

参加者からお手伝いへ 

 「自分の健康のためですよ」「今日はお元気さんの活動

があると思うと、朝から気持ちがシャキッとして生活に

ハリがでます」皆さんのお話の様子から、とても自然に

無理なく活動されていることがわかります。 

テーブルやイスの準備など力のいる仕事では男性の

「お元気さん」が大活躍しています。 

 

縁側カフェをお手伝い 

お元気さんの活動は月に 1～４回で、メインとなる

のは「縁側カフェ」（※）の活動です。会場設営、お

茶出し、脳トレのドリルの準備など運営の大部分は

「お元気さん」が担います。 

初めて参加した方に積極的に声を掛けるなどの気

遣いも忘れません。「いろいろな方と話すことは自分

も楽しい」「情報交換の場です」と活動を楽しみにさ

れていることがわかりました。 

お元気さんが、参加者と同じ目線で楽しみ活動し

ていることが参加しやすい雰囲気づくりに役立っているのかもしれませんね。 

※「縁側カフェ」は認知症対策の一環として行われている事業です。 

取 材 日 平成 28 年 2 月 8 日（月） 

参加者数 19 名 従事職員 2 名 

取材メモ 皆さん無理なく、自然に楽しんで活動している様子がお話からうかがえま

した。そこには地域包括支援センターとの信頼関係が出来ていることが大

きいと思います。介護予防教室の参加者から一歩進んでサポートする立場

へというところが、地域活動だけでなくご自身の介護予防にも繋がってい

ると感じました。 

取 材 者 市岡ゆき子、根本浩典（社協・第 1 グループ） 

お元気さんたちにお話をうかがう 

そろいのエプロンで、元気に活動している

お元気さんたち 

【千住中居町】 
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男ボラ粋(いき)生(い)き倶楽部・NPO 法人足立ほがらかネットワーク 

“まち歩き”でまちを知る、人とつながる 
 

歴史に触れ、先人の暮らしに思いを馳せながら、まちを歩く 

「男ボラ粋生き倶楽部（※）」の企画「千住まち歩

き」に参加しました。千住のまちを歩いて、歴史に

触れながらまちづくりのヒントを探したり、参加者

同士が交流する企画です。 

まち歩きの案内役は、地域の公益活動を幅広く展

開している NPO 法人足立ほがらかネットワークの

足立コンシェルジュ 添田善雄さん。 

千住のまちをゆっくり歩きながら、歴史上のエピ

ソードや建築物の成り立ちなどについて、添田さんが案内します。参加者の皆さんは、添

田さんの説明を熱心に聞き、深くうなづいていました。 

 

見慣れたまちが、いつもと違って見えてくる 

千住のまちを歩くと、昔の町並みを想像させる建物や石碑が点

在しています。普段は意識することもなかった交差点の一角に

「北へ 旧日光道中」「東へ 旧水戸佐倉道」と彫られた石碑（右

写真）がありました。この地点が街道の分岐点だったそうです。

昔、多くの旅人がこの地で行き交った情景が思い浮かび、見慣れ

た町並みがいつもと違って見えてきました。 

このような新鮮な感覚を参加者同士で共有しながら、２時間程

のまち歩きが終了。最後は、北千住駅周辺で各自が調達したお弁当を食べながら、懇談を

しました。「勉強になった」「機会があればまた参加したい」などの声が多く聞かれました。 

足立区に転入したばかりで、まちのことを知りたいと参加された女性、長年会社人間で

定年を迎え、区内でのつながりはないという男性など、参加の動機も様々な皆さんがまち

歩きを通じ、初対面ながらすっかり打ち解けていたのが印象的でした。 

 

※「男ボラ粋生き倶楽部」…区民の有志が地域活動や仲間づくりのきっかけを提供するミ

ニイベントやサロンを様々なテーマで企画・開催し、区民の地域活動を応援する取り組み 

  

取 材 日 平成 27 年 11 月 15 日（日） 

参加者数 15 名 従事職員 1 名 

取材メモ 地域を知ると地域の見え方が変わることを実感しました。楽しみながら参

加できるまち歩きは地域活動の第一歩に最適だと感じました。 

取 材 者 米村美亜（社協・第１グループ） 

【千住】 

 

地域を知る 男性 歴史 

38 
 



帝京科学大学 医療科学部 看護学科 

みんなで話し合うことが、地域をつくる大きな一歩 

地域の専門職も住民も一緒に 

 「健康寿命を延ばすために、お薬との上手な付

き合い方」というテーマのワールドカフェが帝京

科学大学 2 号館で実施されました。ワールドカフ

ェは、カフェのようにリラックスした雰囲気の中

での対話を通じて自由な発想が広がることを期

待した話合いの手法です。参加者は、地域住民や

薬剤師、地域包括支援センター職員、大学の教員、

学生などのメンバー29 名でした。 

開始時、参加者の一人で地域に住む方が「場違

いなところに来てしまった、こんな難しいテーマ

で話せるかな」と不安を話されていましたが、今

回の運営者より、ワールドカフェについて丁寧に

説明をしてくれたことによりその不安は払拭され、

専門職も住民も関係なく活発な意見が飛び交いま

した。 

心地の良い対話から課題対応に 

小人数のグループに分かれて「①患者さんがもっと薬とうまくつきあうためにどんな支

援が考えられるでしょうか」、「②私たちができる理想の支援はどのようなものでしょうか」

というテーマで話合いを行いました。①のテーマで出た印象的な意見として「薬を飲みた

くない人にどう働きかけるか？」「薬手帳を持参する」「４月よりかかりつけ薬局制度が推

進されている。もっと身近な相談場所として活用してほしい」等々。②のテーマでは「今

まで薬を渡して終了だった。これからは利用者がどんな生活をしているのかを考えた支援、

むせる人には水なしで飲める薬を勧めるなど、その人のことを考えていきたい」「以前は薬

が処方される間の待ち時間に生活の話をする方が多くいたが、今はできていない。もっと

気軽に過ごせるサロンのような快適な場所にしていきたい」等々。 

今回の話合いでは、身近にある薬局をうまく利用することや、専門職は利用者目線でわ

かりやすく親身に対応することがとても大切だということに気づかされる内容でした。  

今後もこのような話合いの場で、地域住民と専門職など様々な立場の人が一緒になって

考えることで、もっと住みやすいまちにつながっていくと感じました。 
 

取 材 日 平成 28 年 7 月 9 日（土） 

参加者数 29 名 従事職員 3 名 

取材メモ 心地よい対話を楽しむことができました。 

取 材 者 米村美亜、時枝久美子（社協・第 1 グループ）、田嶋亮太郎（地域福祉課） 
 

【千住元町】 
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ワーカーズコープ東京東部事業本部 “北千住地域食堂” 

みんなが集まれる地域食堂 

カレーのスパイスは 

第 3 回目の「北千住地域食堂」が日の出わくわ

くクラブで開催されました。当日は、生憎の雨に

も関わらず 74 名が参加され、参加者の子ども達

が一生懸命作ったカレーライスを食べながら交流

しました。 

子ども達は、エプロンと三角巾を持参し、調理

の注意点と衛生面の注意を受け、さっそくクッキ

ングスタート。わいわいしていた子ども達は、調

理に入ると黙々と作業に集中されていました。 

子ども達がおそるおそるニンジン、ジャガイモ、

玉ねぎを切ることやポテトサラダの味を調整し

ている姿はとても新鮮に感じました。 

地域の応援に支えられて 

今回の地域食堂を開催するにあたって、千住介

護福祉専門学校や地域の方から、米や野菜、カレ

ールーの寄付がありました。また調理が終わった

順に大学生やベーゴマ普及協会の方々が、子ども

達と一緒に遊んでくれていました。 

今までベーゴマをしたことのない子ども達は、

ベーゴマのやり方を丁寧に教わり、すぐにコマを

回すことができていました。 

主催者のワーカーズコープ職員の方から話を

伺うと、「北千住地域食堂」の目的は「地域みん

なで子育てを支えるまちづくり」に貢献していき

たいという思いで開催しています。回数を重ねるごとに、千住東商店街を中心に様々なつ

ながりが生まれていると話してくれました。 

今後も子どもと大人が一緒に調理を行ない、食育につながる活動や地域の人が気軽に参

加でき一緒に食べることができる「北千住地域食堂」が継続されることが望まれます。 

※子どもは無料。大人は 300 円以上の協力金をお願いしています。 

取 材 日 平成 28 年 7 月 9 日（土） 

参加者数 74 名＋スタッフ 6 名 従事職員 1 名 

取材メモ 地域の子どもから大人や高齢者まで参加、協力できる地域食堂がどんどん

広がっていくと良いと思います。 

取 材 者 田嶋亮太郎（社協・地域福祉課） 
 

【日ノ出町】 

 

交流する 多世代 食 

40 
 



 

継続 11 年！！のびのび親子ひろば “りぼん” 
 

足立区社会福祉協議会から感謝状を贈呈 

 りぼんは、平成 16 年に足立区社会福祉協議会が

運営するふれあいサロン事業に登録して活動を開

始して、今年で 11 年目を迎えます。11 年間、地

域の子育てをしているご家庭の憩いの場として活

躍してきた「りぼん」に、当協議会から感謝状を贈

呈しました。 

 子育てしている親同士の交流や相談、情報交換で

きる場所の 1 つとして、りぼんの今後の活躍を応援

していきたいと思います。 

 

子育て世帯に解放されているキッズスペース 

 りぼんは、新田のハートアイランド 4 番街のキッズスペースを使って活動しています。

キッズスペースは、午前と午後で子どもの一時預かりを行っている施設です。 

 

午前 10 時から午後 4 時までは、フリースペースとしても開放されており、一時預かり

でなくても無料で使用することができます。また、フリースペースとして開放されている

間は 1 時間 500 円の料金で借りることもできます。 

 

社会福祉協議会で

は、住民の自主的な

活動拠点としてハー

トアイランドのキッ

ズスペースのように、

地域住民に向けて解

放されている施設や

場所を探しています。 

 

 
 

取 材 日 平成 28 年 6 月 29 日（水） 

参加者数 30 名 従事職員 3 名 

取材メモ りぼんのように、地域住民に長く愛されるサロンが増えていくとよいと

思いました。社会福祉協議会として、サロン活動が長く継続していける

ように、他のサロンも含め応援していきたいです。 

取 材 者 高橋亮（社協・地域福祉課） 

代表者の塚本さんとスタッフの方々 

参加者全員で輪になり、レクリエー

ションなどをしていました 

足立区内の子どもが過ごせる場所

の情報が載っています 

【新田】 
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千住大賑会・河原 

 みんなで掃除！きれいな橋に 
 

自分たちのまちをきれいに 

千住の文化や歴史を伝えていこうと活動してい

る千住大賑会・河原が主催する橋の日清掃に参加

してきました。毎年 8 月 4 日「橋の日」に開催し、

今年で 12 回目になります。国や足立区、地元企

業などから約 50 名が参加し、千住大橋沿いの歩

道や花壇、千住大橋公園や隅田川テラスの清掃を

行いました。 

千住大橋の掃除は、千住大賑会・河原では、平

成 15 年から始め、平成 17 年に橋が改築された

のをきっかけに、千住河原町会を通じて国道交通

省東京国道事務所へ働きかけて、地元町会・自治

会、地元企業なども参加する清掃活動に広がった

そうです。 

 

今後の活動は… 

千住大賑会・河原代表の岡本さんに話を伺いま

した。「物事の始まりは整理整頓です。周りの環

境を良くしなければ良い仕事もできない。きれい

になればみんなが明るくなります」という思いか

ら、千住大橋の掃除は「橋の日」だけでなく毎月

第一土曜日に行っているそうです。「掃除は一人

になっても続けていきます！」という言葉が印象

的で自分の住むまちを良くしていこうという強

い気持ちが伝わってきました。今後は、千住大橋

のランプの設置や千住歴史資料館の設立を目指

していて協力者を求めているとのことでした。 

 

 

取 材 日 平成 28 年 8 月 4 日（木） 

参加者数 50 名 従事職員 3 名 

取材メモ 炎天下の中の清掃活動でしたが、参加者の「自分たちの住むところは、

自分たちできれいにしていきたい」という思いが伝わる活動でした。 

取 材 者 永島学、齊藤愛実（社協・第 1 グループ）、田嶋亮太郎（社協・地域福祉課） 
 

スピーカーで話をしている男性が、 

千住大賑会･河原代表 岡本さん 

【千住】 
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いきいきサロン運営委員会 

バランスの良い食事が摂れる“いきいき月曜サロン” 
 

健康で住み慣れた地域で楽しく過ごす 

代表の竹森さんは、昨年介護保険改正に伴い、

ますます住民主体の活動が大切になることを知り

ました。そこで竹森さんは、介護保険制度を利用

しないでも、いつまでも健康で住み慣れた地域で

楽しく過ごせることを目指して「いきいき月曜サ

ロン」を開設しました。内容は、週 1 回バランス

の良い食事を 300 円で提供しています。食事づく

りを手伝ってくれるボランティアは、地域の定年

退職された方を中心に 21 名います。その中には、

栄養士などの資格を持っている方もおり、健康面

に配慮した食事提供を行っています。また、近所

の男性も配膳やコーヒを淹れる方、会計担当など

を担ってくれています。 

みんなで話し合って 

訪問した日は、台風の影響で雨風の強い日でし

たが、近所の高齢者を中心に 47 名の方が参加して

いました。代表の竹森さんに話を伺いました。当

日の献立は、「ご飯、味噌汁、冷しゃぶ、そうめん

カボチャの酢の物、お漬物」です。近所の人から米や味噌などの寄付があるのでバランス

の良い献立が 300 円で提供出来ています。今日もそうめんカボチャの寄付があり、そう

めんカボチャの酢の物が一品加わることができました。活動を始めて 1 年 3 か月、一番苦

労していることは献立を決めることです。季節や健康面に考慮しながらも、栄養価の高い

バランス良い食事を提供するためにみんなで意見を出しあって決めています。そのため毎

月第 1 月曜日は、ボランティア全員が集まり、翌月の献立を決める話し合いを行います。

課題は、会場が狭いため、ゆっくり食べて会話をする時間がとれないことです。しかし、

近くに広い場所がないため、今は、課題を認識しながらも、この場所で、みんなと一緒に

頑張っていきたいと話してくれました。 

 取 材 日 平成 28 年 8 月 29 日（月） 

参加者数 47 名 従事職員 1 名 

取材メモ 取材にも関わらず、とても美味しくて、ご飯をおかわりしてしまいまし

た。こんなにおいしい健康食が食べられる地域食堂が広がってほしいで

す。 

取 材 者 田嶋亮太郎（社協・地域福祉課） 
 

ケアマネジャーの資格を持っている 

代表の竹森さん 

【柳原】 
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ふれあいサロン “虹の会” 

捨てられてしまうものが発展途上国のために 

ペットボトルキャップが社会貢献に 

来年で結成 10 周年を迎える、ふれあいサロン

「虹の会」に伺いました。この会では、お茶飲み

交流だけでなく、ペットボトルキャップを集める

社会貢献を行っています。きっかけは、本来であ

れば捨てられてしまうペットボトルキャップが、

発展途上国のワクチンになることを知り、活動を

始めたそうです。1 人分のワクチンは“ペットボ

トルキャップ 840 個”、この日も約 12,000 個の

キャップをみんなで協力し合って 30 分足らずで

数え終えていました。代表の下川さんに話を聞く

と「業者へ持参すれば数を数えなくても“グラム”で計ることが出来きます。しかし数を

数える行為が、脳トレにつながると思い続けています。そのため開始当初よりも工夫を重

ね時間を短縮できています」とお話して下さいました。この活動が、足立区より認められ

感謝状を贈呈されることになりました。 

ビューティフル・パートナー感謝状贈呈式 

11 月 17 日（木）、西新井文化ホールにて、ビ

ューティフル・パートナー感謝状贈呈式が開催さ

れました。ビューティフル・パートナーとは、足

立区の「ビューティフル・ウィンドウズ運動」へ

日ごろから協力をしている区民の方々のことで、

当日は 118 団体、109 名の方に感謝状が贈呈さ

れました。「虹の会」は全 10 部門の中から「善行

者 社会福祉活動」で表彰を受けました。日々の

活動が実を結び、来年結成 10 周年を迎える皆さ

んは、新たな一歩を歩み始めました。  

取 材 日 平成 28 年 10 月 11 日（火）、11 月 17 日（木） 

参加者数 7 名（贈呈式 4 名） 従事職員 2 名 

取材メモ 虹の会の皆さんはとてもパワーがあり、取材をさせていただいた日も笑

顔がたえませんでした。パワー溢れるメンバーの皆さんで様々なことを

乗り越えてきたからこそ、このような日を迎えることが出来たのだと感

じました。これからも笑顔をたやさず、ご活躍されることを期待してお

ります。メンバーの皆さまありがとうございました。 

取 材 者 岡本喜子（社協・第 5 グループ）、高橋亮（社協・地域福祉課） 

真剣にキャップを数えている様子 

下川代表（左から２番目）と虹の会の皆様 

【宮城】 
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帝京科学大学 医療科学部 医療福祉学科 

“第 1 回カレー甲子園” 開催 
 

地域で活躍できる人材を 

今年 4 月に帝京科学大学に、福祉を主に学ぶ医療福

祉学科が開講しました。学生は、福祉に関する相談や

個々の状況に応じた指導や援助を行う「社会福祉

士」、専門的な知識と技術を身につけた「介護福祉

士」、精神に障がいのある人の生活や社会復帰のた

めの相談・援助を行う「精神保健福祉士」の資格取

得をめざしています。学科の方針として、社会福祉

の専門知識を学校で学ぶだけではなく、実際に地域

へ出て、地域活動などに参加させてもらい住民と交

流する中で、対人援助を学び地域で活躍できる人材

を育てたいと考えているそうです。  

 

スパイスは若さ⁉ 

今回の「カレー甲子

園」は、地域の皆様に学

校に来ていただき、学生と地域の皆様が交流することを目

的に開催されました。学生は、7 つの班に分かれ、レシピ

づくりから考え、準備を重ねて舌をうならせるような 7 種

類のカレーを作り、参加された地域の方達に投票してもら

いました。学生達は、盛り付け終了後、自分たちが作ったカレーの PR を兼ねて各テーブ

ルを回って交流を図っていました。住民から「どれもおいしい」、「ご飯がおいしい」、「こ

れは隠し味に何が入っているの」、「学生と話ができて楽しい」などの声が聞こえました。 

参加者の投票の結果、１班「white カレー」を作ったチームが優勝し、トロフィーと記

念のお菓子を授与されて、受賞したチームは大いに喜んでいました。 

このイベントは毎年 1 回、１年生が担当し、地域の方を招いた地域交流イベントとして

開催していくそうです。 

 

取 材 日 平成 28 年 12 月 3 日（土） 

参加者数 来賓 37 名・学生 35 名 従事職員 １名 

取材メモ 調理もバッチリ⁉傾聴する姿勢を持った学生達、今後の地域での活躍に

期待大です！ 

取 材 者 田嶋亮太郎（社協・地域福祉課） 
 

吉賀学科長と学生達 

本日司会進行をしてくれた学生 

【千住桜木】 
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帝京科学大学 医療科学部 看護学科 

地域包括ケアシステム実現に向けて 
 

多職種との学び合い 

帝京科学大学で看護師及び薬剤師、地域包括支

援センター職員、大学教員、大学生など 23 名が

集まり「地域包括ケアの現場で活かすファシリテ

ーションスキル」について学びました。ファシリ

テーションとは、「会議をひっぱる」、「場を仕切る」

のではなく、「各人の持ち味を生かし、対象となる

者が直面している様々な障害を自ら取り除き、目

標達成を進めていけるように、援助促進する手法」

です。 

今回は、7 月に実施したワールドカフェ「健康

寿命を延伸させるためにお薬との上手な付き合い

方」のフォローアップ研修として、地域包括ケア

実現のための実践的なスキル向上を目指し、専門

家による講義や模擬会議等の体験学習形式で進め

られました。 

 

学んだことを実践して 

「地域包括ケアシステムをあらわす漢字を決める」というグループワークに取り組みま

した。それぞれのグループが決めた文字は、「結」、「生」、「和」でした。このワークで、自

分の言動や印象に残っていること、グループ全体や自分自身に与えた影響を振り返ると決

定するまでのプロセスがいかに大切であるか体感できました。この気づきをもとに「地域

での組織化を考える」、「私たちが取り組む課題を絞り込む」などコンセンサス（合意形成）

を体験するワークでは、それぞれの意見を尊重し、活発に話し合い、グループの意見を決

めていきました。全体を通して地域包括ケアシステムの実現には、今まで以上に多職種や

住民との連携が必須であること。そこで気持ちよく話し合いみんなで決めていくことが目

指すべき地域（地域包括ケアシステム）の実現につながると思いました。 

 

取 材 日 平成 28 年 11 月 27 日（日） 

参加者数 23 名 従事職員 1 名 

取材メモ 意欲の高い多職種の皆さまとグループワークができ、充実した１日を過ご

すことができました。 

取 材 者 田嶋亮太郎（社協・地域福祉課） 
 

付箋を使った話合い(親和図の制作) 

薬剤師、教員、包括職員の話合い風景 

【千住元町】 
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千住仲町 熟年いきいき部会 

災害に弱いまちから強いまちへ 

きっかけは、「総合ワースト１位」 

千住仲町は平成 14 年、東京都の「地震に関する地域危険度測定調査」で千住仲町が

総合ワースト 1 位になったことをきっかけに、足立区が行政と住民が協働するまちづく

りの検討を開始しました。それを受け、平成 17 年に地域住民による勉強会を経て翌年

に「千住仲町まちづくり協議会」を町会が発足させました。まちづくり協議会自体はハ

ード面に関しての対応が中心でしたが、「人と人とがつながっていなければいざという

時に助け合えない」という観点と、「千住仲町の高齢者が安全で安心して生きがいを持

って暮らせるように」という主旨で「熟年いきいき部会」を発足させました。活動は、

町会、老人クラブ、民生・児童委員などで構成されたメンバーを中心に①部会開催(2 か

月に 1 回)、②交流会開催(年 2 回)、③声かけ運動（75 歳以上の高齢者等の見守り活動）、

④勉強会（高齢者に関する行政サービスなど）、⑤部会ニュース・ポスターの発行を行

ってきました。この活動と区がハード面を整備したことにより、災害に弱いまちワース

ト１から脱却することができました。 

 

部会の解散は、さみしいけれど・・・ 

今後の見守り活動は、「絆のあんしんネット

ワーク活動」に移行し、部会も区切りをつけ

ることに決め、最後の交流会「さよなら熟年

いきいき交流会」と銘打ち、開催されました。

参加してくれた多くの高齢者から「毎回楽し

みにしていた」、「最後になると寂しいな」、部

会員からも「最後ということを参加者に伝え

るのはしんどい」など残念な思いを話されて

いました。 

最後の交流会になりましたが、足立区民合唱団の美しい歌声の披露、ペロ中島氏による

爆笑ギター漫談、参加者みんなで工作（ステンドグラス作り）を楽しみました。 

 

取 材 日 平成 28 年 11 月 13 日（日） 

参加者数 46 名 従事職員 1 名 

取材メモ 今後は、見守り活動は「絆のあんしんネットワーク」が緩やかに見守り

することになりますが、今までどおり、隣近所の挨拶や助け合い活動は

継続し、孤立予防や災害時の減災につなげてほしいです。また気軽に集

まりお茶飲み交流できる「ふれあいサロン」が開設されたら良いな思っ

ております。 

取 材 者 田嶋亮太郎（社協・地域福祉課） 
 

【千住仲町】 

 

交流する 高齢 災害 

熟年いきいき部会メンバー 
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ふれあいサロン “千寿おとこ組” 

 

 

 

スポーツスタッキングを通じた、参加者同士の自然な交流 

「千寿おとこ組」は、毎月２回、足立区生涯学

習センター（学びピア）でスポーツスタッキング

（紙コップのようなプラスチックのコップで山

を作って崩す時間を競う競技）の活動を主に行っ

ています。 

千寿おとこ組の特色は、参加者が全員 70 代か

ら 90 代の【男性のみ】である事！『サロン』と

聞くと、おしゃべりするところ、ということで、

女性に比べると「おしゃべりを楽しんだり、なん

の目的も無く集まるのはちょっとなぁ…」と男性の場合は行きづらいイメージもあるかも

しれません。活動の目的はスタッキングの記録を伸ばす事ではなく【楽しくなごやかにみ

んなでスポーツスタッキング！】です。 

 

おとこ組の魅力について、みなさんにインタビューしました！ 

おとこ組の皆さんに「おとこ組に入って良かっ

た事」をお聞きした所、「頭の体操になり、指先

も使うので認知症予防になる」「みんなで集まっ

て話すのが良い気晴らし」「性格が明るくなり、

人に話しかけられるようになった」など、活動を

とても楽しんでいる声が多く上がりました。代表

の清水さんから、「男性は孤立しがち。私事には

介入せず、気持ちのいい距離感で、仲間と楽しい

時を過ごす居場所になれば良い。新しい人は大歓

迎です！」との温かいお言葉を頂きました。 

 

 

取 材 日 平成 28 年 12 月 14 日（水） 

参加者数 10 名 

取材メモ 参加者の皆さんのお人柄、暖かさに、取材しながらも居心地の良さを感じ

ました。活動が一番盛り上がるのは「女子大の学生が来る時」なんていう

お茶目な裏話もありました（笑）。千寿おとこ組は、男性にとって、きっ

と居心地の良い場所になると思います！ 

【取材者】 

ささえあいリポーター つるはしえみ・中村祐介 

【千住】 

 

地域を知る 男性 運動 
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1010 キッズ食堂 

千住関屋町に新しい子ども食堂が誕生！ 
 

「子どもと保護者のサポートをしたい」 

クリスマスを控えた 1010（せんじゅ）キッズ食堂に伺いました。1010 キッズ食堂は、

平成 28 年 9 月に開設された「子ども食堂」で、地域の教会を借りて実施されています。 

この日も多くの親子が参加され、参加した子ども同士やママさん同士が美味しい食事を

食べて交流されていました。ママ達は「ママ友からの紹介でこの活動を知り参加しました」、

「この値段でこれだけ美味しい食事が食べられて申し訳ないくらいです」、「仕事帰りに 3

歳の子どもと参加しました。子どもとゆっくり食事が食べられとても助かります」と話し

ていました。また、親子だけでなく、部活帰りの女子中学生 4 人組や女子高生も参加され、

女子トークに花がさいていました。 
 

子ども食堂の対象は「子育て世代の親子」 

代表の堆朱（ついしゅ）さんに活動を始めたきっかけを伺ったところ、「元保育士という

こともあり、いつも子ども、保護者のサポートをしたいと思っていました。自分の子ども

が中学生になり、時間の余裕が出てきたのをきっかけに、ママ友や子ども会で出会ったマ

マ達と一緒に子ども食堂を始めることにしました」とのこと。 

実際に活動してみると、「食べることに困っている家庭はもちろんのこと、実はすべての

家庭が様々なサポートを必要としている、そしてサポートする側になれる」と感じたそう

です。「今後は、子育て中の家庭がサポートを受け、協力できる人がサポートする助け合い

の輪を広げていけたら最高だと思っています」と語る堆朱さんの力強い言葉が印象的でし

た。 
 

 

 

 

 

 
取 材 日 平成 28 年 12 月 20 日（火） 

参加者数 43 名 従事職員 2 名 

取材メモ 千住キリスト教会の場所を借りて実施している子ども食堂。メニューの

充実に感激するとともに、子ども達の楽しそうな笑い声、ママさんたち

の笑顔が心地よく、思わず「ただいま」と言いたくなるようなアットホ

ームな空間でした。 

取 材 者 戸田夏季（社協・第 1 グループ）、田嶋亮太郎（社協・地域福祉課） 
 

会場はママと子どもで大盛況 
大人 200 円、こども 100 円 

盛付中のスタッフの皆さん 

【千住関屋町】 

 

交流する 子ども 食 
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男ボラ粋生き倶楽部・足立区ボランティア連合会 

分かりやすく課題を知ることが安心の一歩 

男ボラ粋生き倶楽部研修会「老々介護って？」 

「明日は我が身だよね」「いつ起こってもおかし

くないよ」 研修終了後の男ボラ粋生き倶楽部（※）

メンバーの第一声です。 

男ボラ粋生き倶楽部１月の企画、「老々介護」を

テーマにした研修会が総合ボランティアセンター

で行われました。今回は足立区ボランティア連合

会との共催で、50 名ほどの参加がありました。社

会福祉協議会職員による講義では夫婦や親子がお

互い高齢者になり、高齢者が高齢者を介護する厳

しい現状があり、今後も増えていく事がわかりました。その他研修では、具体的な介護保

険の利用についての寸劇や映像でのサロン紹介、簡単な介護技術の実演など内容盛りだく

さん、メンバーからの発案で、実際は介護保険を使う時にしか目にしない「要介護認定申

請書」の記入体験も行いました。 

参加者からは「研修」というだけでなく、「他人事ではない」という熱心さが感じられ、

研修終了後も講師へ質問する姿が見られました。 

 

まずは相談！相談先を知ることが大切 

司会を担当する大竹さんからは、「まず、困った

ら自分たちで抱えずに相談しましょう！」と呼び

かけがありました。漠然とした介護の不安も、ど

こへ相談すればいいのか？手続きはどうなってい

るのか？具体的な情報を知ることが安心につなが

ります。 
 終了後、メンバーから「介護というと男性がア

クセスしにくいテーマ、こういう共催の場がきっかけで、もっと拡げていってもいいので

は？」との振り返りもありました。今後の企画の話では他団体とのコラボレーションなど、

柔軟で前向きな姿勢が伺え、こちらが、「男ボラパワー」をいただきました。 
 

※男ボラ粋生き倶楽部…足立区のNPOやボランティア団体、個人ボランティア等で構成、

地域住民が参加しやすい様々な企画を実施している。 

取 材 日 平成 29 年 1 月 27 日（金） 

参加者数 67 名 従事職員 2 名 

取材メモ 住民の視点でバラエティーに富んだ企画にすることで、重いテーマも分か

りやすく豊かな学びの場になることを感じました。 

取 材 者 市岡ゆき子、税所義彦（社協・第１グループ） 
 

【日ノ出町】 

 

地域を知る 男性 学習 
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千住元町町会女性部“にこちゃん隊”  

住みよい地域をつくるために 
 

にこちゃん隊を立ち上げて 

千住元町町会女性部では、東日本大震災をき

っかけに、遠くの親戚より近くの他人、隣近所

を見守り、見守られる地域を目指して「にこち

ゃん隊」が発足しました。活動の内容は、ゴミ

出しや買い物などのちょっとした外出の機会

にご近所を見守る活動をしてきました。しかし、

活動から 3 年以上が経過し、危機意識の低下や

新しい協力者が増え、改めて見守りに対する意

識を高めることが必要ではないかという声が

あがり、社協、包括に出前講座を依頼して講座

（定例会）を開催しました。 
 

声をかけあうことが大事！ 

講義では、見守り対象者は、高齢者や障がい

者だけでなく、核家族化してきて、現在子育て

中の母親も相談する相手が側にいないため孤

立しやすいことを聞いて、頷いている方も多く

いらっしゃいました。 

声かけ方法として、町会イベントやふれあい

サロンなどの既存イベントを活用した声かけ

が、定期的な見守り活動につながることがわか

り早速取り入れて行こうという声があがりま

した。 

事例報告では、単身高齢者が自宅で倒れてい

た所を近所の人が発見し、救急車を要請したことにより大事に至らなかった報告を受け、

今まで以上に「にこちゃん活動」の必要性を実感しました。 

講座後、自分たちの支部に見守りが必要な人がいないか、見守りが出来る「にこちゃん

隊員」がいないかを支部ごとに集まり、見守りマップを見ながら情報共有しました。 

 

取 材 日 平成 29 年 2 月 24 日（金） 

参加者数 37 名 従事職員 2 名 

取材メモ 夜間開催にも関わらず、たくさんの「にこちゃん隊員」が集まり、自分た

ちの地域を良くしようと思い活動する皆さまに「いいね！」を送りたい。 

取 材 者 市岡ゆき子（社協・第 1 グループ）、田嶋亮太郎（社協・地域福祉課） 
 

皆さん真剣に講義に耳を傾けています 

支部ごとに話し合って 

【千住元町】 

 

活躍する 住民 見守り 
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あだちっ子 E

あ だ ち っ こ

AAEPLACEE

ぷ ら す

A＋ 小学生を対象にした交流サロン 
 

子どもたちと学生が一緒に 

2 月 28 日（日）、毎月 1 回、弘道第一小

学校で「あだちっ子 PLACE＋」が取り組ん

でいる交流サロンが開催されました。この日

学校には 23 人の児童が集まりました。 

工作、学習、遊びの 3 つのプログラムが用

意されており、子どもたちは自由に行き来し

て高校生・大学生と一緒に学び、遊びました。 

 
 

バラエティに富んだプログラム 

活動プログラムは、毎回メンバーが工夫を

凝らして作っています。工作は、ひな人形づ

くりとアクセサリーづくり、体育館では、あ

だっちボールなどで遊びました。学習では宿

題が終わると、漢字ゲームに発展。体育館も、

教室も、みんな夢中になって大盛り上がりで

した。 

 
 

安心して遊べる場を目指して 

子どもたちが帰った後は恒例の反省会です。

「今日は遊びを高学年の児童がまとめてくれ

た」「もっと子どもたちにも役割を持ってもら

うと良いのでは？」などの意見が交わされて

いました。メンバーに今後について尋ねると、

「ここに来れば安心して遊べると思ってもら

えるような場にしていきたい」と力強い答え

が返ってきました。 

 

取 材 日 平成 28 年 2 月 28 日（日） 

参加者数 児童 27 人、メンバー8 人 従事職員 5 名 

取材メモ ボランティアスクール「あだち U－25 ボランティアバスツアー」に参加

したメンバーで立ち上げたあだちっ子 PLACE＋では、メンバーを募集中

です。足立区総合ボランティアセンターで取次を行っています。 

取 材 者 堀崇樹、結城宣博（社協・地域福祉課） 
 

開始前、体育館でのオリエンテーション 

「繰り返すごとに、子どもたちが気兼ねなく話してくれ

るようになっている」と手ごたえを語るメンバー 

学習コーナー。サンズイの漢字を 1分間でたくさん書

いてみよう！ゲーム感覚で夢中になる子どもたち 

【弘道】 

 

活躍する 子ども 居場所 
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足立区社会福祉協議会 

子ども支援ぷちぷち情報交換会 
 

8団体 8色のユニークな活動が勢ぞろい 

平成 27 年 12 月、東京未来大学こどもみら

い園（綾瀬 2 丁目）の一室をお借りして、子ど

も支援関係の活動団体が集まって情報交換会を

開催しました。 

子どもの未来サポートオフィス代表の米田佐

知子さんから話題提供をいただいた後、それぞ

れの活動について話し合いました。 

話題の中心は、子どもが無料又は低価格で利

用することができる「子ども食堂」の運営でし

た。「特に場所の確保が難しい」「立ち上げ時期

は地域の信頼を得にくい」などの課題や、「児童

養護施設の子どもたちと一緒に、ご飯を作るイ

ベントを実施したい」という展望など、たくさ

んの感想や意見が出されました。 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

                                   
 

取 材 日 平成 27 年 12 月 14 日（月） 

参加者数 16 名（8 団体） 従事職員 2 名 

取材メモ 集まった皆さんの想いを寄せた精力的な活動にとても刺激をいただきま

した。住民が主体的に行う子ども・子育て支援の活動が活発になり、地域

の支えあいが一層進んでいくよう社会福祉協議会も力添えしていけたら

と思いました。 

取 材 者 堀崇樹（社協・地域福祉課）、阿部綾子（社協・総合ボランティアセンタ

ー） 
 

終了後も名刺交換をしながら 

立ち話に花が咲きました 

米田佐知子さん。横浜市の“一万人子育て宣言”

の取り組みについてお話いただきました 

 
 
◆あだち子ども食堂  ◆一般社団法人アジア太平洋開発交流機構（CAPE） 

◆NPO 法人ぷらちなくらぶ  ◆“がきんちょ”ファミリー  ◆こどもピュアマインド 

◆まなびやなかま実行委員会  ◆mogmog はうす  ◆六町駅前商店会 resk 

参加団体（50音順） 

 

●場所（利用料）の確保 

●食材等の確保 

●立ち上げ時期の信用確保 

●利用対象の子どもとつながること 

話し合いから見えてきた 

「子ども食堂」活動の課題 

【綾瀬】 

 

活躍する 子ども 貢献 
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団塊綾瀬ネットワークだんだん 

“きょうよう”と“きょういく”の居場所 
 

退職後 地域に戻る 団塊世代 

足立区が実施した団塊世代の地域回帰推進事業の東部エリアの 4 期生が立ち上げたグル

ープが「団塊綾瀬ネットワークだんだん」です。会員同士の親睦を深めることやボランテ

ィア活動を通した地域貢献を目的としています。会員の方々は区内を散策する「ミニウォ

ーク」や子どもを対象にした手作り工作教室の「だんだんひろば」をといった活動を定期

的に行い、パンフレットやブログで活動を紹介しています。 

退職をされた団塊世代の方々にとって、日々「今日用（きょうよう）があること」や「今

日行く（きょういく）ところがあること」が大切という意味をかけ、主に足立区東部地域

の方々を対象に「きょうよう」と「きょういく」をテーマに会員を募集しています。 

 

今回は「団塊綾瀬ネットワークだんだん」の

地域貢献の一つである、「だんだん TOKYO」を

取材しました。これは先生が生徒を教えるので

はなく、参加者自らが英語で自分の意見を伝え

ることができるように、英語で話し合う活動で

す。英語のスキルが高い会員が活動を担当して

いますが、入門・初級・中級・上級のグループ

に分かれるので、初心者の方でも安心して参加

できます。 

参加者からは「英語を話して認知症を予防す

る」、「英語を勉強して世界中を巡る」、「外国人と話したい」、「友人を作りたい」との話が

聞かれ、皆さん各々目標を持ち参加していることが分かりました。 

「だんだん TOKYO」は月会費 1,000 円で綾瀬プルミエ、西新井ギャラクシティ、東

和地域学習センターで活動に参加できます。（月平均 12 回） 

 

取 材 日 平成 28 年 2 月 15 日（月） 

参加者数 23 名 従事職員 2 名 

取材メモ 会員を中心にした「ミニウォーク」、子どもを対象にした「手作りひろば」 

地域住民を対象にした「だんだん TOKYO」、「だんだんサロン」と、様々

な活動を行っています。他にも区内のイベントに多数参加しています。 

様々なキャリアを持った会員の皆様が退職後は地域に戻り、地域に貢献す

べく活躍中です。団塊世代のパワーを感じた取材でした。（桑原） 

取 材 者 宮澤道成、桑原清美（社協・第 2 グループ） 

 

【綾瀬】 

 

活躍する 高齢 貢献 
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のびのび親子ひろば “おやこあそびサロン加平” 

子どもも大人もみんな夢中！  
  

小学生のお兄さんがゲームの先生 

開始時刻を過ぎると、次々と親子連れが

集まり、部屋の中は熱気でいっぱいです。

子どもたちはたくさんあるゲームの中か

ら自分がやりたいものを見つけ、「これ、

一緒にやる人～！」と声をかけると、あっ

という間に子どもたちが集まります。下は

赤ちゃんから上は小学生まで、様々な年齢

の子どもたちとその保護者が集まり、とて

もにぎやか。そんな中でもすやすや眠る赤

ちゃんは、見ているだけでも癒されます。 

 

 

子どもよりお母さんが夢中に・・・ 

ゲームのルールがわからないと、高学年

のお兄さんお姉さんが教えてくれ、小さな

子も一緒に楽しめます。カードゲームに夢

中になっているのは子どもだけではあり

ません。一緒に来たお母さんたちも輪に加

わり、大盛り上がり。「ここで遊んで楽し

かったので、同じゲームを買いました」と

話す保護者の方もいました。 

ボランティアグループから社会福祉協議

会に寄贈された布おもちゃも人気で、おま

まごとをするかわいらしい姿も見られま

した。 

 

 

取 材 日 平成 28 年 6 月 26 日（日） 

参加者数 42 名 従事職員 1 名 

取材メモ 知らない子ども同士もすぐに打ち解けて盛り上がる姿に、「子どもってす

ごいなぁ」と感じました。地域の中で、いろいろな大人に接して遊ぶこ

とは、子どもたちにとって貴重な経験になることと思います。 

取 材 者 下鳥典子（社協・地域福祉課） 
 

サンプル 

画像 

風船が割れないか、ハラハラドキドキ 

いろいろなゲームを試して、 

お気に入りの遊びを見つけられます 

【加平】 

 

交流する 子ども 子育て 
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ふれあいサロン “サロン絆” 

男手も十分！サロン絆！ 
 

介護予防も兼ね、歌やゲームで大盛り上がり！ 

六木にある六木団地第一集会所で毎月第3日曜

日に開催している「サロン絆」。当日は 21 名が

参加し、早口言葉やエレキギターの伴奏に合わせ

て歌謡曲の合唱、その後は室内用のボウリング、

輪投げを行いました。 

イベント一つ一つが楽しく、早口言葉は口腔の

機能、歌や得点の計算は認知症、ボウリングや輪

投げは全身の筋力と介護予防にもつながってい

ます。 

会場の席は参加者が円になるように作られており、参加している全員とイベントを楽し

むことができます。冗談も交え、会場は何度も笑いに包まれていました。 

 

女性はもちろん男性も大活躍！ 

サロン絆では女性だけでなく、男性も活躍し

ています。エレキギターで歌の伴奏をするのは

元歌謡漫談芸人の男性です。会場やイベントの

準備等に男性の皆さんが積極的に取り組んでお

られ、女性参加者への気遣いも見られました。 

サロン絆代表の毛利氏は「心配なのはサロンに

参加されない、一人暮らしの高齢者です。どう

すれば参加するのか考えています」とお話され

ています。非常に熱い気持ちでサロン活動をさ

れ、孤立という大きな課題に立ち向かっている

ことがわかりました。 

 

 

取 材 日 平成 28 年 6 月 19 日（日） 

参加者数 21 名 従事職員 1 名 

取材メモ 男性が活躍をしているサロンが増えていますが、まだまだ少ないのではな

いでしょうか。女性の視点からも、地域で活躍されている男性は「輝いて

いてステキ」だと思います！ 

取 材 者 川畑彩（社協・地域福祉課） 
 

競技を待っている間も大盛り上がり！ 

男性陣が輪投げの得点の計算と 

次の人の競技の準備をしています 

【六木】 

 

活躍する 男性 居場所 
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足立区立第十三中学校ボランティア部・地域包括支援センターさの 

第十三中学校ボランティア部 × ほっとカフェ 
 

地域支え合い推進員が活動×人をつなげます！ 

きっかけは神明南にある第十三中学校ボランティ

ア部の皆さんが足立区社会福祉協議会の福祉出前講

座「はじめてみよう！ボランティア！」「高齢者疑似

体験」を受講されたことです。打ち合わせの中で生徒

さん達が、活動を探していることがわかりました。 

また第十三中学校に近い地域包括支援センターさ

のでは主催するオレンジカフェ「ほっとカフェ」のボ

ランティアを探していました。 

そこで今年度より配置された地域支え合い推進員
※はボランティア部の生徒さんに「ほっとカフェ」を

盛り上げてもらおうと考え、その準備として地域包括支援センターさのの職員さんから生

徒さんに「ほっとカフェ」について講義をお願いしました。 
 

地域支え合い推進員 ※…地域の皆さんと協力し、いつまでも安心して生活できる地域づく

りを目指す役割のある足立区社会福祉協議会の職員。 
 

大人になっても、地域の一員として生きていくために 

当日は約束よりも早い時間に会場に到着し、やや緊

張気味の生徒の皆さん。ところが準備が始まると、背

の高さを活かして高い部分の装飾を手伝ったり、参加

者のお話を一生懸命聴いていたり、脳トレ問題を顔を

合わせるようにして考えたり、認知症かるたの読み手

となったり、一日大活躍をしていました。参加者から

も「子どもも巣立ち、こんな風に若い方と話すことが

ないのでうれしかった」「このような活動をしている

子たちがいる佐野は将来も安心だ」といった声が聞か

れました。ボランティア部顧問の清野先生は「これか

ら大人になり世界が広がってゆく中で、自分の住む地域でも地域の一員となるため、今か

ら意欲的に地域活動に取り組んでほしい。」とおっしゃっていました。 
 
取 材 日 平成 28 年 7 月 5 日（火）、7 月 16 日（土） 

参加者数 16 名 従事職員 2 名 

取材メモ 「ほっとカフェ」が土曜日に行われており、学校がお休みの日であった

ことも一因として双方をつなぐことができました。これからも地域支え

合い推進員は区内の「人」「場所」「活動」の橋渡しをしてゆきます。 

取 材 者 下鳥典子、川畑彩（社協・地域支え合い推進員） 

包括さの渡部センター長から 

「ほっとカフェ」の講義 

認知症かるたの読み手に立候補！ 

【佐野】 

 

解決する 学生 貢献 
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ふれあいサロン “むつみ会” 

地域のつながりを大切に！  
 

近くの「加平住区センター」でおしゃべりとお茶とお菓子を楽しめます 

ふれあいサロン「むつみ会」は、月に 1 回、加

平住区センターで開かれています。この日は 13

名の参加がありました。今月は折り紙や不要にな

ったチラシを用いて、つまようじ入れ、ユリの花

を作ります。真剣に作品づくりに取り組みながら

も、参加者同士で作り方を教え合い、男性・女性

に関わらずあちこちで話が盛り上がっている様

子が見られました。 

また「むつみ会」は住区センターで開催してい

るため、会場がわかりやすいとともに、気軽に参

加が可能です。 

 

ステキな作品を作りながら、脳の活性化を図る！ 

この日、会場で大活躍をしていたのは、作品づ

くりの講師として招かれたボランティアの山崎さ

ん。優しいお声で参加者に作り方を教え、また難

しい部分は参加者のそばへ行って、作成をお手伝

いしていました。特にユリの花は参加者の作り方

のさじ加減で花びらや花びらの開き方の美しさが

変わってきます。参加者はそれぞれ思い思いのユ

リの花を仕上げました。 

作品完成後は、お茶を飲みながらほっと一息。

山崎さんから他の作品の紹介もあり、「次はこれに

しましょう」と盛り上がりました。 

  

取 材 日 平成 28 年 6 月 23 日（木） 

参加者数 13 名 従事職員 2 名 

取材メモ 参加者の皆さんは普段から指先を使い、認知症の予防を意識しているので

しょうか、見事なユリの花を仕上げていました。取材者も皆さんと一緒に

頑張りましたが、不器用でユリの花が綺麗に咲きませんでした・・・。 

取 材 者 川畑彩（社協・地域福祉課） 

各テーブルに引っ張りだこの山崎さん 

男性陣も盛り上がっています！ 

【加平】 

 

交流する 高齢 居場所 
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足立区社会福祉協議会 

ふれあいサロン説明会 in 綾瀬 
 

会場いっぱいに参加者が集まりました 

「『サロン』という言葉は何語かご存知

ですか？」という呼びかけから始まったふ

れあいサロン説明会。地域住民の他、地域

包括支援センター職員や、地域のケアマネ

ジャーの参加もあり、大勢の参加者でにぎ

わいました。 

フランス語で「社交場」を意味する、サ

ロン。これまでサロンのような場所に行っ

たことがある方は数名。大半の方は初めて

ということで、社協・地域福祉課職員より、

ふれあいサロンとはどのようなものか、サ

ロンのはじめ方などを説明しました。 

 

新たな出会いを生むきっかけに・・・ 

気軽に参加できて、仲間づくり・生きが

いづくりにもなるサロン活動。すでに活動

しているサロンの様子を紹介し、皆さんに

雰囲気を感じていただきました。 

説明会終了後は、実際にサロンをはじめ

てみようという方からの個別相談もあり、

「今まで地域との関わりはなかったけれ

ど、これから交流を持ちたい」「まずは今

あるサロンに参加してこれからのことを

考えたい」という声が聞かれました。 

 

 

 

取 材 日 平成 28 年 9 月 13 日（火） 

参加者数 30 名 従事職員 3 名 

取材メモ 地域の皆さんの熱い気持ちに触れることができました。この説明会をきっ

かけに、新しいふれあいサロンが立ち上がることに期待したいです。 

取 材 者 下鳥典子（社協・地域福祉課） 
 

サンプル 

画像 

会場は綾瀬にあるそんぽの家Ｓ綾瀬の食堂。入居者の

方もこの日を楽しみにしてくださっていたそうです 

「地域貢献したい」と考える福祉事業者の方の参加も 

【綾瀬】 

 

交流する 住民 居場所 
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ふれあいサロン “ボナサロン” 

地域の未来を考える 
 

当日が待ち遠しい、おしゃべりと介護予防 

大谷田 2 丁目のボナハイツ中川管理棟 2 階で行

われているふれあいサロン「ボナサロン」にお邪

魔しました。参加すると、まず皆さんが素敵なお

洋服をお召しになっていることに気づき、今日の

サロンを楽しみにされていたことを感じます。「い

つもどのような活動をされているのですか？」と

伺うと、「何もやっていないのですよ、皆でお話し

するだけで」と謙遜されるのは代表の荒牧さん。

もちろんそんなことはありません。この日は 30

マス計算を行い、全員で脳をフル回転させます。

次回は東部保健センターの職員をお招きし、口腔に関する講座を行う予定だそうです。 

 

全員でボナサロンと地域の未来を考える 

またボナサロンは全員の顔を見ながら、お話を

します。ゆったりとしたお話の中で「ボナサロン

の参加者をさらに増やしたい」という話題になり

ました。 

参加者、協力者に関わらず、多くの意見がだされ

ます。「男性の参加者を増やしたい」「いきなりお

誘いするのではなく、その方と親しくなってから

誘うと良いのではないか」「今いる全員がご主人と

一緒に参加すればいいのではないか」「マンション

の理事会の広報紙は影響が大きいだろうか」「会場

を 1 階にすると参加が可能になる方も多いのでは」「定期的にイベントを企画すると良い

のでは」「男性は役割があると参加しやすいのでは」今月のサロンは参加しながら、サロン

と地域の未来を考える会となりました。 

  

取 材 日 平成 28 年 9 月 14 日（水） 

参加者数 12 名 従事職員 2 名 

取材メモ 「ボナサロン」は参加者、協力者の枠組みがなく、全員がサロンを通じ

て地域のことを考えていることに気がつきました。ふれあいサロンや地

域の課題に社協も一緒に悩み、取り組みたいと思います。 

取 材 者 下鳥典子、川畑彩（社協・地域福祉課） 
 

全員から多くの意見が出されます 

30 マス計算で認知症予防！ 

【大谷田】 

 

解決する 高齢 居場所 
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ドーミー亀有 Levi 

こちら亀有？“こちドミ倶楽部” 

 

「地域に根差していこう！」を合言葉に 

今日は「音楽健康体操」の日。食堂では

入居者と地域の方も参加して 24 名の方が

講師の動きに合わせてストレッチ。最高齢

95 歳の方も笑顔で取り組んでいます。後半

は手話を交えて「富士山」「もみじ」を歌っ

たり終始和やかな雰囲気です。1 時間たっぷ

りと体をほぐした後は、ウッドビーズブレス

レット作り。「どの色を使おうかしら」「今日

の洋服に合ってるわね」など会話も弾みます。

世界に 1 つしかない作品が出来上がり、皆

さん大満足なご様子でした。 

 

趣味活動からサークル活動にしたい 

「こちドミ倶楽部」では、体操や脳トレ、

作品作りの他、専門の講師によるシニアライ

フセミナーを多彩なメニューで行っていま

す。「今はスタッフ主導ですが、ゆくゆくは

趣味活動からサークル活動にしていきたい」

と、副支配人の中村さん。 

本日参加された地域の方は、「ボランティ

ア活動で知り合った人に声を掛け合い、前か

らの知り合いのように仲間の輪が広がって、

楽しく参加させていただいています」とお話

ししていました。 

 

取 材 日 平成 28 年 10 月 27 日（木） 

参加者数 24 名 従事職員 2 名 

取材メモ 入居者の中には近所に住んでいた方もおられ、昔からのご近所とのお付き

合いが続いています。高齢になって住まい方は変わっても、住み慣れた場

所で普段通りの生活が続いていました。 

取 材 者 戸谷純代、小川清子（社協・第 2 グループ） 
 

「富士は日本一の山～♪」と手話で歌います 

「ここを通して…」と皆さん真剣なまなざしです 

【東和】 

 

地域を知る 高齢 健康 
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中川地区安全対策会議 防火防災部 

地域で、災害から身を守る取り組み 

災害から学び、次に活かす 

 平成 27 年 9 月に関東・東北豪雨の影響で、茨

城県常総市では大きな被害を受けました。足立区

を流れる中川でも、上流の吉川観測所で危険水位

を超えたことを受け、中川地区は町会自治会が連

携して水害対策等の諸問題を地域について取り組

んでいます。 

取材当日は、中川地区安全対策会議防火防災部

による講習会「風水害・土砂災害への対策」が開

催されました。長谷川祐子講師（リスクコミュニ

ケーター）から、過去に日本で発生した災害から学ぶことや、アメリカでのタイムライン

（水害などの予測ができる災害を発生前から発生後まで、行政や企業、住民等の役割を時

間ごとに明確にしておく防災計画）の必要性について講演がありました。また、「レジリエ

ンス」（何があっても折れない心、しなやかな強さ）が、災害に遭った後の立ち直り方に差

が出てくるという話も伺いました。 

誰もが安全に安心して暮らせることを目指して 

中川地区安全対策会議は平成 22 年 4 月に発足

し、中川区民事務所管内の町会自治会が連携をし

て、防火・防災や防犯、交通安全や環境衛生など

の地域課題に対して、地域が一体となって取り組

む活動をしています。 

この地域では、地震や水害など広域に被害が及

ぶ災害に備え、町会・自治会の垣根を越えて住民

一人一人が安全に安心して暮らしていくことを目

的に熱心な活動を行っています。このような日頃の防火防災部の活動が認められ、平成 26

年度に東京都による「東京防災隣組」の認定を受けました。 

取 材 日 平成 28 年 10 月 28 日（金） 

参加者数 40 名 従事職員 2 名 

取材メモ 中川地区は、大きな河川（中川）が近くを流れている事もあり、水害に対

する意識が高い地域です。また、水害だけではなく、あらゆる災害がいつ

起こるか分からない今、地域の特性や防災に対して知識や過去の災害経験

のある住民のみなさんが意見を活発に交換している場を目の当たりにし

たことは、私自身も防災意識を高める良い機会になりました。 

取 材 者 野呂真一朗（社協・第 2 グループ） 
 

【中川】 

 

地域を知る 住民 災害 
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ふれあいサロン “かがやきサロン” 

家族と地域のために 
 

開催日はいつでも気軽に参加が可能なふれあいサロン 

足立区神明にある神明天祖神社社務所で行

われているふれあいサロン「かがやきサロン」

にお邪魔しました。今日の活動は不要になった

広告チラシでティッシュペーパーケースを作

ります。参加者はおしゃべりをしながら、お互

いの作品を褒め合い、冗談を言いながら、作品

を一生懸命に作っていました。 

「かがやきサロン」は開催時間が 10 時～

16 時となっており、自由に出入りができるこ

とができます。一日の参加、午前のみ、午後の

み、参加の方法は様々。また忘れ物を取りにい

ったり、作った作品を家に置きに行ったり、出入りも自由で、気軽に参加することが可能

です。 
 

全員で美味しい昼食を楽しみます 

お昼には代表の中村さん姉妹の手作りの昼

食がふるまわれます。本日のメニューはまぜご

はん、けんちん汁、焼き豚、煮卵、ポテトサラ

ダ、漬物と栄養も十分。食事中には中村さんか

ら本日のメニューについてレシピの簡単な説

明もあります。「家でも作ってみようかしら」

「美味しいからかしら、皆さんと食べるからか

しら、たくさん食べてしまうわ」と会話に花が

咲きます。 

中村さんにサロンの成り立ちを伺うと、かが

やきサロンはもともと高齢のお母さんのため

に立ち上げたそうです。現在は多くの地域の方

が入り、地域の方のための居場所となっています。  

取 材 日 平成 28 年 10 月 30 日（日） 

参加者数 14 名 従事職員 1 名 

取材メモ 「家族のため」と始めたことが「地域のため」となっているかがやきサ

ロン。地域活動は決してハードルが高いことではなく、身近な存在への

思いから活動が始まってゆくのだと感じました。 

取 材 者 川畑彩（社協・地域福祉課） 

上手にできても、そうでなくても、 

その人なりの味のある作品ができるそうです 

お昼から豪勢なごはんです 

【神明】 
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パークタウン東綾瀬自治会 

いつ起こるかわからない災害に備えて 
 

子どもから 90代の方まで、幅広い年代の方が参加 

晴天に恵まれた土曜日、パークタウン東綾

瀬自治会主催の防災訓練が行われました。用

意された体験コーナーは 6 ヶ所。はしご車の

乗車体験ではぐんぐん伸びるはしごの高さは

10 階相当。父子で体験した方に話を伺うと、

子どもは「全然怖くなかった」と平気な顔で

したが、お父さんは怖くて下を見られなかっ

たと話していました。 

壁壊しの体験では、実際にベランダにある

壁を壊す体験ができ、足で蹴ったりしながら

どの程度の力があれば壁を破ることができる

のかを試していました。 
 
 
 

いざという時に慌てないために・・・ 

この日は住民の他に、近隣の保育園の園児

も訓練に参加。煙体験コーナーでは、前が見

えない不安を感じながらも口をハンカチで抑

えながら歩いていました。訓練を主催した自

治会の中島会長は「こうした訓練は繰り返し

が大事」と話し、毎年恒例の行事とすること

で、住民にも根付いてきているそうです。訓

練の数日前に地震が発生したこともあり、参

加された住民の方もいつ来るかわからない災

害に備えようという意識で参加されていまし

た。 

 

 

取 材 日 平成 28 年 11 月 26 日（土） 

参加者数 150 名 従事職員 1 名 

取材メモ 協賛企業の協力による非常食の試食販売や包丁研ぎ、防災設備の説明等

もあり、とても充実した内容でした。体験を待つ間に住民同士の会話も

生まれ、交流の機会にもなっていると感じました。 

取 材 者 下鳥典子（社協・地域福祉課） 
 

はしご車の乗車体験は 

子どもにも大人にも好評でした 

 

応急救護訓練では 

ＡＥＤの使用方法を学びました 

【東綾瀬】 
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みずほ銀行綾瀬支店 

高齢者の理解に努めています！ 

「銀行窓口に来店する方のため」全 3回の福祉出前講座を受講 

今年の夏、みずほ銀行綾瀬支店から社協へ「銀行

窓口には高齢者の方や体の不自由な方が来ることが

ある。そのような方々にどう接してよいかわからな

いことが多いため、福祉出前講座を受講したい。」と

相談が入り、担当者との打ち合わせを経て、全３回

の福祉出前講座を行員の皆さんに対して行うことと

なりました。 

第１回 9 月 27 日は綾瀬地区を担当する地域包括

支援センター東和の職員から、足立区の高齢者の現

状についての講義や、DVD を見ながら認知症高齢者

の対応について学ぶ「認知症サポーター養成講座」

を実施しました。そして判断能力が不十分の方の保護、支援について学ぶため、第２回 10

月 21 日に足立社協、権利擁護センターあだちの職員から「成年後見制度」の講義があり

ました。 

「明日から私は高齢のお客様に対して、ゆっくりと対応をします。」 

最終回 11 月 16 日は「高齢者疑似体験」です。

今回疑似体験セットを着け体験したのは、実際に銀

行に見える高齢のお客様の動きを意識した銀行内の

階段の昇降、伝票作成機の操作、窓口での対応の 3

つ。「視野が狭くなるので待合スペースの椅子の配置

を工夫しないとぶつかってしまう。」「銀行入口の段

差は怖いだろうか。」と体験をしながら次々に高齢者

に対する思いが出されました。 

最後に受講された行員の皆さんには全 3 回の福祉

出前講座の「ふりかえりシート」を記入していただ

きました。「声の大きさ、資料の説明等を工夫したい

と思います。」「明日から私は高齢のお客様に対して、ゆっくりと対応をします。」との記載

があり、みずほ銀行綾瀬支店がさらに高齢者にやさしい銀行に近づいています。 
 

取 材 日 平成 28 年 9 月 27 日（火）、10 月 21 日（金）、11 月 16 日（水） 

参加者数 各回 12 名 従事職員 4 名 

取材メモ 行員の方は高齢者の金銭管理等で変化に気づく機会があります。今回の

講座で行員の皆さんが地域との距離感が縮まり、また支援機関である地

域包括支援センターや社協との距離も近づいたと思います。 

取 材 者 川畑彩（社協・地域福祉課） 
 

包括東和の職員から 

足立区の高齢者サービスの説明も 

行内での動きを意識して、 

耳や目や手の状態を体験 

【綾瀬】 
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らくらく仲間 

若さの秘訣‼ 大きな声で元気よく健康づくり‼ 
 

気の合う仲間で、健康づくり‼ 

取材当日ドアを開けると第一声は、「男性が来る

と聞いていたから、みんなお化粧して待っていた

のよ」と笑顔で迎えてくださいました。 

らくらく仲間は２年前、足立区介護予防事業のら

くらく教室（介護予防教室）の参加者が、このま

ま卒業してしまうのを残念に思い、気の合う仲間

で始まったグループです。岩渕さんがリーダーと

なり、2 ヵ月に 1 回、六ツ木団地集会室をお借り

し、楽しく健康づくりに取り組んでいます。 

 

大きな声で、みんなで一緒に・あ・い・う・え・お‼ 

12 時 30 分頃からおしゃべりしながら楽し

く美味しいお弁当を食べます。13 時頃から、

リーダーが用意した俳句、百人一首、歌などの

プリントを、大きな声で順番に一人ずつ、また

時には全員で朗読します。最後は、フラダンス

で身体を動かし終了。部屋中に、大きな声が響

き渡るのが印象的でした。 

私たちにも資料、お茶菓子と用意してくださ

り、「希望の方がいらっしゃればどうぞ参加して

ください」と参加者の皆が笑顔で話してくれま

した。来るもの拒まず、去る者追わずのグループで、誰もが参加できる明るい雰囲気が感

じられます。 

日頃から住区センターや地域学習センターで開催している教室やボランティア活動など

に参加され、健康づくりに熱心に取り組んでいる皆さんでした。 

 

取 材 日 平成 28 年 11 月 9 日（水） 

参加者数 9 名 従事職員 2 名 

取材メモ 初対面でしたが、とても明るく迎えてくださり、私たちも一緒に声を出し、

気分爽快でした。気の合う仲間って良いですね。気軽に誰でも参加できる

雰囲気ですので興味を持たれた方、参加されてみてはいかがですか？ 

取 材 者 平山愛花、亀田明子（社協・第 2 グループ） 
 

メンバーは 15 名、この日は 9 名の参加者でした 

【六木】 
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足立区大谷田就労支援センター 

当事者がプロデュースする“バリアフリー調査隊” 
 

何かを感じ考えるきっかけに 

足立区大谷田就労支援センターでは、当

事者の社会参加促進や地域の障がい理解

等を目的に障がい当事者が高校生ととも

に行う「バリアフリー調査隊」を実施して

います。 

この取り組みは、約 10 年前に足立区大

谷田就労支援センターに通所する障がい

者の方が「社会生活をするうえで様々なバ

リアがあること」を知ってほしいとの思い

から、都立足立東高校の体験学習に組み入

れてもらい実施しています。カリキュラム

は全 5 回で構成され、年間 4 サイクル行われています。内容は座学から、車いす体験、ま

ち歩き調査などがあり、これまで 50 名以上の生徒が学んでいます。 

 

気づきから思いやりの心へ 

バリアフリーの実態を把握するため、こ

の日は、車いすでまちに出て、走行目線や 

車いすで入れる幅、物が取れる高さなどを

調査しました。生徒からは、「こんなにも 

不自由な思いをして生活していたことに

初めて気づきました。この体験を通して

様々な視点で物事が見えるようになりま

した。これからは、何か困っていそうな方

がいたら率先して声をかけていきたいで

す。」と話していました。最終回では、ま

ち歩き調査をもとにバリアフリーマップ

を作成します。 

  

取 材 日 平成 28 年 12 月 9 日（金） 

参加者数 ２名 従事職員 １名 

取材メモ 当事者との関わりのなかで「共感する心」が育まれ、行動に結びついて

いくことに、本当に心強く嬉しく感じました。 

取 材 者 高橋祐治（社協・第 2 グループ） 

【大谷田】 
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グループホームきらら東綾瀬・東綾瀬きらきら保育園 

地域で祝う、100 歳の大お誕生日会！ 
 

普段は関わりの少ないスタッフ同士でのお祝い 

大正 5 年 11 月 28 日にお生まれになり、現在

東綾瀬にあるグループホームきらら東綾瀬に入居

されている樋川さんが今年 11 月 28 日に 100 歳

のお誕生日を迎えられました。当日は多くの地域

の方とお誕生日会を開催されるということで、グ

ループホームきらら東綾瀬にお邪魔をしました。 

まずお祝いされたのはグループホームきらら東

綾瀬のスタッフの方々と隣にある東綾瀬きらきら

保育園の先生方。花笠踊りを披露されました。高

齢者の生活を支援するスタッフと幼児の成長を見

守るスタッフという普段は関わりの少ないメンバ

ーが連携をとり、練習を重ねられてきたのを感じます。 

 

地域の皆さんからのたくさんのお祝い 

その後もグループホームきらら東綾瀬に集まっ

た地域の方々からのお祝いが続きます。東綾瀬きら

きら保育園のライオン組の皆さんからは手話コー

ラスやピアニカの演奏、手作り作品のプレゼントが

ありました。また民生・児童委員である清水さんと

清水さんのお姉さんからは姉妹で日本舞踊の披露

がありました。後半は清水姉妹の先導のもと参加者

も日本舞踊を踊りました。地域の方々の大活躍で会

場はさらに盛り上がります。 

またライオン組の皆さんが保育園に帰られる際、

樋川さんを囲むようにして、全員が「おじいちゃん、

ずっと元気でね」と声をかけ、握手をしている場面の樋川さんの笑顔が大変印象的でした。 

 

取 材 日 平成 28 年 11 月 28 日（月） 

参加者数 72 名 従事職員 1 名 

取材メモ 高齢者施設が地域の方とつながっていくことで、有事の際の防犯、防災

につながります。また核家族化で高齢者と関わる機会がすくなくなって

いる子どもたちにも良い思い出となった一日ではないでしょうか。 

取 材 者 川畑彩（社協・地域福祉課） 
 

東綾瀬きらきら保育園ライオン組の皆さんに

囲まれて握手をする樋川さん 

清水民生委員姉妹の 

素晴らしい舞踊に会場全員目が釘付け！ 

【東綾瀬】 
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18 地区町会・自治会連絡会 水害対策委員会 

水害に備える活動をスタートしました 

関東・東北豪雨をきっかけに 

平成 27 年 9 月、台風１８号による関東・東北

豪雨では常総市の鬼怒川堤防が決壊し、50 年に１

度といわれる大水害となりました。この豪雨では

足立区を流れる中川でも、上流の吉川観測所で危

険水位を超えていました。また今から 70 年前の

カスリーン台風では中川堤防が決壊し、中川地域

でも甚大な被害を受けました。「過去に水害を経験

した地域として、何か行動を起こさなければ」と

いう思いにより、同年 10 月に第 18 地区町会自

治会連絡会の中川沿いの町会自治会による「水害

対策委員会」が設立されました。 

スタートした「中川コミュニティ・タイムライン」 

平成 29 年 1 月 22 日、中川地域センターで水

害対策委員による「中川コミュニティ・タイムライ

ン策定部会」が開催されました。CeMI 環境・防災

研究所の協力を得て、まち歩きやワークショップと

訓練を実施し、町会自治会によるタイムラインの策

定を目指すという試みです。この日は、タイムライ

ンの概略と水害発生時の気象現象について学びま

した。勉強会のあとのワークショップでは、参加者

に水害に対する疑問点を付箋に書いてもらい、それ

を講師が解説する方式が採られました。今後さらに、地域住民へ水害が起きた場合に不安

な事や避難先のアンケート調査も行う予定です。 

今回の常総市の鬼怒川堤防決壊を教訓に、これまでの地震中心の備えから、水害に備え

る準備が地域から始まりました。 

 

取 材 日 平成 29 年 1 月 22 日（日） 

参加者数 94 名 従事職員 2 名 

取材メモ 講師の松尾一郎氏は三重県紀宝町などで地域と協働しタイムラインを策

定し、日本版タイムラインの普及に尽力している第一人者です。この日は

区危機管理室長をはじめ、区議会議員、国土交通省、都下水道局、警察・

消防など関係機関の方も多く参加していました。 

取 材 者 宮澤道成（社協・第 2 グループ） 
    

【中川】 
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北悠会 （ほくゆうかい） 

地域の老人クラブの活性化を目指して！ 
 

老人クラブ「北悠会」での取り組み 

老人クラブ「北悠会」は、本木三丁目北町会

の有志が呼びかけて 20 年以上前に発足しまし

た。 

地域の 60 歳以上の方々を対象に、月 2 回の

カラオケや年 4 回の誕生日会などを開催して交

流を深めています。現在は、最高齢の 98 歳！！

の会員を含めて、約 60 名を数える規模で活動

しています。 

 

会員の関心を集めるために 

取材日当日は、恒例のラジオ体操を行った後、

権利擁護センターあだち職員による「かしこい

老い支度」の出前講座が開催されました。「老い

支度」というと、参加された会員もネガティブ

な印象をお持ちのようでしたが、話が進むうち

に真剣な表情で講師の話に耳を傾けていました。

中には他の会員と情報交換をされている方もい

らっしゃいました。 

会員からは「元気な今だからこそ『老い支度』

が必要だ」「誰もが避けられないこと。これから

しっかり考えていかないと」といった話が聞こえてきました。 

講座終了後には誕生日会が開催され、1～3月に誕生日を迎えた会員に記念品が贈られ、

とても和やかな印象をうけました。 

 

取 材 日 平成 28 年３月６日（日） 

参加者数 42 名 従事職員 ３名 

取材メモ 昨年 5 月に代表になられた小林さんからの「活動を活性化するためには、

会員の皆さんが関心を持って参加してくれることが大事。今回の講座は

『未来に向かってどう生きていくのか』を考えるきっかけになれば」との

強い意気込みが大変印象的でした。 

取 材 者 山内佳代、髙橋啓祐（社協・第４グループ） 

 

【本木】 
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“ささえあいリポータートライアル実施”の協力者 （住民の方） 

あだちの魅力再発見ツアー第 2 弾 

都市農業公園を探索 

昨年、地域の福祉活動を始める一貫として区内の魅力あるスポッ

トを巡り広く伝えようと計画し、第 1 弾は西保木間にある有形文化

財「昭和の家」を紹介しました。 

今回、第 2 弾として「都市農業公園」を巡ることになりました。

訪問した日は、まだ桜は三分咲でしたが風もなく過ごしやすい日でした。桜は、バラ科の

桜属に分類され山桜に対し里桜を品種改良したものでこの都市農業公園には 49 品種があ

るそうです。種類が違うので開花時期が異なるため、ソメイヨシノのように一斉に満開と

ならず、長く楽しむことが出来ます。 

ちなみにソメイヨシノは染井村（現豊島区）の植木職人が作りだしたそうです。 

人と自然の共生の実態 

芝生広場の脇にある梅林では、梅の木の害虫、カイガラ虫から被害を受けないためにわ

ざと雑草を生やしたままにしているそうです。都市にある公園で自然の生態系を見せつけ

られた感じを受けました。水田地帯の水溜りでは、1 センチ位のヒキガエルの幼生（オタ

マジャクシ）が生を謳歌し、菜の花畑では蝶の乱舞が春の到来を満喫しているようでした。

水源のない池に水を集めるには専ら雨水をため、田植えに使っているそうです。 

現在、開発行為により自然生物の生息地が失われつつあり、さらに外来種の持ち込みや

在来種は脅かされ深刻な問題となっています。ここでは、自然の豊かさや心地よさを感じ

るとともに、自然のことを学ぶ機会が充実しています。 

 

 

 

 

                    

取 材 日 平成 28 年 3 月 29 日（火） 

参加者数 2 名 従事職員 1 名 

取材メモ ワシントンポトマック川河畔から里帰りした江北五色桜が４月中旬頃か

ら咲き誇るそうです。公園内にある「みはらし茶屋」の定食は「としのう

産有機野菜」をとりいれた野菜盛りだくさんの定食が食べられるそうで

す。取材日は、残念ながら売り切れで食べられませんでした。 

取 材 者 前川美雪、松嶋節子（区民）、田嶋亮太郎（社協・地域福祉課） 

【鹿浜】 
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アトリエほっと・しかはま 

地域へ野菜を届けます 
 

アトリエほっと・しかはまで行っている野菜づくりを支援している地域住民の活動を取

材しました。 

 

作業所の野菜づくりを支援  

「アトリエほっと・しかはま」は、精神に障

がいがある方々の社会参加・自立を支援する共

同作業所です。この施設では、作業の一環とし

て、土を使った作業を行っています。利用者の

方からの希望により、施設長の桑原さんが候補

地を探していたところ、地域の清水康弘さんか

らご自分の畑を紹介されたそうです。 

 

 

収穫した野菜を買い物支援へ 

収穫した野菜は、新田一丁目アパートで毎月行

われている、見守りを兼ねた買い物支援において、

商品の一部として出荷されます。売り上げは利用

者の方の工賃になります。 

取材に訪れた日も、清水さんの指導のもと、利

用者のみなさんで芽が出たばかりのエンドウ豆

に支柱を立てたり、雑草抜きをしたりしていまし

た。以前に植えた大根も顔を出していました。こ

れから春に向けて、じゃがいもも植える予定だそ

うです。清水さんは「収穫のときのみなさんのう

れしそうな顔が楽しみです。」と話していました。 

 

取 材 日 平成 28 年 2 月 15 日（月） 

参加者数 4 名（利用者 2 名含む） 従事職員 2 名 

取材メモ 昨年はじゃがいもが豊作で、利用者の方で大喜びをしたそうです。自分で

育てた野菜が大きくなる達成感は格別でしょうね。新田一丁目アパート自

治会の見守りイベント、アトリエほっと・しかはま、清水さんと地域の活

動がどんどん広がり、地域の輪が広がっています。（佐藤） 

取 材 者 佐藤美穂子、山本武史（社協・第 5 グループ） 

収穫を控えスクスクと育った大根 

桑原施設長(左)と清水さん(右) 

 

【江北】 
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サロン鹿浜 

明るく安心できる団地づくりをめざして 
 

高齢化が進む団地での取り組み 

鹿浜6丁目団地は250世帯中ほとんどが高齢者世帯であり今後

どのように対応して行くのか不安の声が聴かれていました。地域包

括支援センターより「絆のあんしん協力員に登録し見守り活動をし

ていこう」と声をかけられたことをきっかけに、「サロン鹿浜」を

立ち上げました。 

「自分は体調が悪くて参加できないけど」と話しながら近所の方

を会場まで連れてきてくれたり、各棟で声掛けをし参加できない方

の見守りをしていました。サロンでは様々なレクリエーションを催

したり、世間話をしながら困ったことがないか情報交換をしており団地ならではの繋がり

の深さを感じました。 

その他、自治会や地域包括支援センターと協力しながら、どうすれば安心して生活して

いけるのか考え、「必要な連絡先がわかる便利帳」を作成し配布したり、災害時に安否確認

ができるよう「災害用手ぬぐい」を作り配布するなど今後に

備えた準備もされており自治会と連携されていました。 

「元気な人しか参加できないと思われがちだが、遠くまで

いけない方にも是非楽しんで参加して頂きたい。団地以外の

方でも、気軽に参加できる場にしたい。」と話していました。 

 

取 材 日 平成 28 年 1 月 21 日（木）、3 月 12 日（土） 

参加者数 19 名 従事職員 1 名 

取材メモ 今回は、1 月に西森さんと曽根さん、3 月にサロンに参加し皆さんのお

話を聞いてきました。参加者皆さんが、お互いを見守り協力しながら開

催していました。今後も、たくさんの方が参加し、社協としても明るく

安心できる団地づくりのお手伝いができればと思います。 

取 材 者 長手裕子（社協・第 5 グループ） 

 

手作りポスター 

 

災害用手ぬぐい 

 

【鹿浜】 
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ふれあいサロン “のびのびサロン” 

ミニ落語会 
 

地域の小学生、サロンで落語を披露 

 のびのびサロンは、江北 3 丁目の団地集会

所で月 2 回、健康体操とおしゃべりを楽しむ

活動をしています。今回は代表の菊池さんよ

り地域の子どもさんがサロンで落語を披露

してくださるとお聞きし、取材させていただ

きました。 

 落語を披露してくれたのは、近くに住む小

学校 6 年生の男の子です。同団地に暮らすお

ばあちゃんが落語好きで、一緒に落語を聞い

ているうちに、自分もやりたいと思うようになったそうです。 

  

男の子は小さいころから団地によく遊びに来ており、夏休み中はラジオ体操のハンコ押

しや、お祭りなどを手伝っているので、サロン参加者のみなさんもよく知っています。手

ぬぐい、扇子を上手に使い、身振り・手振りを交えながら落語 2 題が終ると、「たいした

もんだ！」「仕草がいいね」「筋がある」などの声が会場を飛び交っていました。落語の終

了を告げるアナウンスが聞こえると、会場から湧き上がるアンコールの声。最後におまけ

で寿限無（じゅげむ）も披露してくれました。 

 

 普段は来られない男性も数名参加され、会場は

大きな笑顔と笑いに包まれていました。 

 

楽しい落語会の後は、スタッフの谷頭さんのフ

ラダンスがあり、その後はみなさんお待ちかねの

おしゃべりタイムです。落語がよかったという感

想や、テレビドラマの事、近所の事など、話題が

尽きませんでした。 

今後も足立区社会福祉協議会では、子どもと高齢者が交流できるこのようなサロンを応

援していきます。 

 

取 材 日 平成 28 年 5 月 28 日（土） 

参加者数 25 名 従事職員 1 名 

取材メモ 小さいころから知っている子どもさんの成長を、団地の皆さんが温かく見

守っていらっしゃる様子に、昔ながらの地域の絆を感じました。 

取 材 者 平めぐみ（社協・地域福祉課） 
 

【江北】 
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NPO 扇ことぶき会 

“ことぶきで 月に一度の確認は あなたの笑顔 私の健康”

～ことぶき会の詩より～ 

世代を超えた交流の場 

扇ことぶき会は、月に 1 回地域の方々に昼

食を提供し、みんなで楽しく和気あいあいと参

加できる「ハッピーランチ」活動を行っていま

す。 

平成 12 年に始まり、NPO となって 4 年が

経過した現在は、小さいお子さんや区外在住の

方も参加されています。 

 学校給食の主任を務めていた代表の滝澤さ

んが300円の参加費の範囲で栄養バランスの

良いメニューを考えています。 

 本日は、カレーライスとサラダに加えて、デザートとしてメロンが提供されました。 

 

孤立を防ぎ、地域でささえあう 

 月に 1 回の開催は、地域の皆さんの交流の

場を提供するだけでなく、安否を気遣うという

意味でも大きな役割を果たしています。 

代表の滝澤さんからは「活動を継続していく

ことが大事」「スタッフが参加者から元気をも

らっている」との力強いコメントをいただきま

した。 

 また、「今日はランチへ行くから♪」と、い

つもよりおしゃれをして出かける場所があることは、日々の生活の中で刺激になります。

いつまでも元気でイキイキといられることは、一人ひとりの人生の充実にもつながります。 

 参加者からは「毎回とても楽しみにしている」「月に 1 回と言わず、回数を増やしてほ

しい」といった声が聞こえました。 

 

取 材 日 平成 28 年 6 月 25 日（土） 

参加者数 約 50 名 従事職員 2 名 

取材メモ 「今日はあの人来ていないな。どうしたのかな。」と気付く人がいること

は、孤立を防ぐ大切な一歩です。こうした活動を広げて継続していくこと

が、地域の中でささえ合って生きていくために重要だと感じました。 

取 材 者 川島美穂（社協・第 4 グループ）、平めぐみ（社協・地域福祉課） 
 

【扇】 
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 NPO 法人西新井間税会 

楽しみながら地域のために！寄付金 90 万超え！ 
 

いつまでも「楽しく、優雅で！」 

6 月 17 日、NPO 法人西新井間税会が主催

するチャリティダンスパーティが開催されま

した。参加者は、ダンスフロアーにペアとなり

優雅に踊ります。女性はきらびやかな衣装とそ

の衣装にも負けない笑顔がとてもまぶしく感

じました。男性もご婦人をエスコートしながら

踊るそのしぐさはとても気品にあふれていま

した。会場に流れる音楽は、始めは CD 演奏か

ら始まりましたが、パーティの終盤では NBS（東京国税局ニュー・ブルー・サウンズ）の

生バンドによる演奏となりました。生バンドによる演奏で会場の雰囲気も変わり、参加者

のダンスもより一層優雅なものと感じられました 

 

若さの秘訣「社交ダンスやフラダンス」 

参加者の隈元さんからは、「社交ダンスは、年を重

ねてもいつまでもできる。踊ることによって体力の

維持やもの忘れの防止にも有効的な手段」「男性、女

性もお互いに意識しながらダンスを楽しんでいるか

ら、きっと若いのよ！」と参加者がとても元気で若

く見える秘訣をこっそりと教えて頂きました。 

会長の小泉さんは、「この間税会は正しい税知識の普及だけでなく社会貢献活動にも取り

組んでいます。今回の「チャリティダンスパーティ」の他にも「税の標語コンクール」「税

を考える習慣」などを通じて、少しでも地域に貢献していきたい」と話されています。 

このチャリティダンスパーティは毎年実施されており、既に 8 回を数えています。この

行事の収益をご寄付頂き、今年も 111,315 円もの多額なお気持ちを頂きました。当会へ

の寄付も総額で 928,473 円となっています。このご寄付は、地域福祉の推進事業に大事

に使わせて頂いております。本当にありがとうございます。 

 

取 材 日 平成 28 年 6 月 17 日（金） 

参加者数 180 名 従事職員 1 名 

取材メモ 社交ダンスの効果は、すごいと圧倒されました。社交ダンスは健康維持も

さながら、若さを保つ効果があると感じました。これこそ介護予防ですね。 

取材者も早く社交ダンスを始めたいと心に誓った瞬間でした。 

取 材 者 結城宣博（社協・地域福祉課） 
 

大学生も参加し、大盛り上がり 

フラダンスもやっちゃいます 

【栗原】 
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銀木犀 西新井大師 

未来を担う子どもたちへの認知症サポーター養成講座 
 

地域の子どもたちによる見守り 

昨年 5 月にオープンしたサービス付き高齢

者住宅「銀木犀〈西新井大師〉」には、地域の

子どもたちと高齢者の接点となる「駄菓子屋」

スペースがあります。学校帰りの子どもたちが、

銀木犀に駄菓子を買いに来て、入居されている

高齢者と自然に交流。そんな関係ができている

からこそ、入居されている方が出て行った際に、

子どもが職員に教えてくれる（＝高齢者の徘徊

を防ぐ）ということが何度かあったそうです。 

 

 

認知症について、子どもたちにも知ってもらいたい 

入居者を見守ってくれる子どもたちに認知症

について知ってもらえたら・・・という思いで、

今回銀木犀で子ども向け認知症サポーター養成

講座を開催しました。 

 講師をしてくれたのが、かわちゃん先生こと

キャラバンメイトの居宅介護支援事業所ひだま

りケアマネジャー川上さんと、わかちゃん先生

こと、デイサービスグランドジェネレーション

パートナーの若山さん。途中、子どもたちが飽

きないように手品やレクリエーションを交えな

がら、わかりやすく教えてくださいました。 

認知症の症状について知ると、はじめは「お母さんや友達の顔を忘れるなんて怖い」「悲

しい」と言っていた子どもたちですが、認知症の人たちの気持ちや周りの人たちの見守る

姿勢を学ぶと、「自分もやさしくしてあげたい」という声があがりました。 

 

取 材 日 平成 28 年 8 月 24 日（水） 

参加者数 子ども 4 名 従事職員 2 名 

取材メモ 核家族化が進み、高齢者と接する機会が減っている今、認知症について

子どもたちが学ぶことで、高齢者への「やさしさ」が自然と身に付くと

良いなぁと思いました。 

取 材 者 平めぐみ（社協・地域福祉課） 
 

サンプル 

画像 

外から直接出入りできる駄菓子屋スペース 

認知症サポーター講座。指を使った脳トレ 

【栗原】 
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北悠会 

参加者一人ひとりが主役！出前講座 “ワンポイント介護術” 

交流だけでなく学びの場としても 

 今回は、本木三丁目北町会の方々が立

ち上げた老人クラブ「北悠会」のご依頼

を受け、「ワンポイント介護術」の出前講

座に伺いました。 

 出前講座の前には、恒例のラジオ体操

が行われた後、7～9 月に誕生日を迎える

8 名の会員さんにお誕生日プレゼントが

贈呈されました。 

 

疑問を解消し、健康の維持を目指す 

 出前講座では、はじめに社協ヘルパー

ステーションの職員から「高齢者の身体、

生理及び感覚機能」や「転倒の原因やそ

の予防」について説明がありました。 

当初は静かに資料をご覧になっていた

参加者の方々でしたが、内容が介護予防

運動やストレッチに移ると、「30 回位が

目安ですか？」「椅子に座ったままでもで

きますか？」など、たくさんの方から質

問をいただき、講義が中断（？）するこ

ともしばしば・・・（笑）。 

また、ある参加者の方からは、日頃行っているという体操を実演していただきました。 

 講座の最後は、代表の小林さんからの「無理をする必要はないが、健康を維持するため

には、今日得た知識を生かして体に負荷をかける事も必要」とのお言葉で締めていただき

ました。 

講座の終了後には食事が振る舞われ、和気藹々とした雰囲気の中、参加者の方々は昼食

を兼ねた交流をされていました。 

 

取 材 日 平成 28 年 8 月 28 日（日） 

参加者数 31 名 従事職員 3 名 

取材メモ 本日の出前講座は講義形式を予定しておりましたが、参加者の皆さんか

らの積極的な質問や発言により、大変な盛り上がりとなりました。 

取 材 者 髙橋啓祐、垣本善孝（社協・第 4 グループ） 

 

【本木】 
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椿町会 若椿会 

40 年ぶり！町会全体で “子どもたちの思い出を” 

第一部:小学生が叩く太鼓の音で盆踊り 

足立区の椿町会では若い世代の方も協力し、町会

全体が盛り上がっている、という噂を聞きつけ、今

日は 40 年ぶりに行われるという椿町会「輪踊り大

会」にやってきました。 

会場に入ると雰囲気を盛り上げるように太鼓の

音が聞こえてきました。よく見ると、櫓（やぐら）

の上でねじり鉢巻に白いお祭り衣装を着たお子さ

んが大きな太鼓を力強く叩いています。またそれに

合わせ、子どもから高齢者まで多くの方が櫓の下で

円になって踊っています。休憩の間に子どもたちに

話を聞くと、彼らは鹿浜五色桜小学校の 2 年生から 4 年生の生徒さんであるとのこと。週

に 2 回練習していて、練習は難しいこともあるけれど、今日を楽しみにしていたと話して

くれました。 

 

第二部:若椿会の生歌で盆踊り 

次に櫓に上がったのは 20 代位の格好良いお兄

さんと綺麗なお姉さん。お兄さん、お姉さんのこぶ

しの効いた生歌で東京音頭や椿町会オリジナルの

「つばき花甚句」を皆で踊り始めました。 

 椿町会では若い方々で「若椿会（わかつばきかい）」

を作り、今は 26 才から 42 才の方が在籍をしてい

ます。生歌を歌っていた方も「つばき花甚句」の作

詞作曲もこの若椿会の会員。今回輪踊り大会は「子

どもたちに思い出をつくりたい」との思いで、40

年ぶりに行われたそうです。皆さんが踊っていると

ころを見ると、高齢者が子どもたちに踊り方を教え

ている様子も見られ、多くの世代が活躍しているお祭りでした。 

 

取 材 日 平成 28 年 9 月 17 日（土） 

参加者数 約 500 名 従事職員 2 名 

取材メモ 良い思い出になるだけでなく、子どもたちは大人の活動をしている姿を

しっかりと見ていることでしょう。今日を思い出にした子どもたちが、

未来の椿町会祭りや椿町会を引っぱってほしいと思います。 

取 材 者 川畑彩（社協・第 5 グループ） 
 

日頃の練習の成果を発揮！ 

若椿会の方の生歌で 

子どもから高齢者までみんなで盆踊り 

【椿】 
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ふれあいサロン “西新井いきいきサロン” オープン 

 

高齢者と子どもが集える居場所を目指して 

サロン立ち上げのきっかけは、介護用品の

店いきいきの代表高橋さんより、「地域の高齢

者から、気軽に集まる場所が欲しいという声

をよく聞くけど、ちょうど店舗の一部が空い

ているからそこでサロンができないだろう

か」、と相談を受けたことです。この「西新井

いきいきサロン」では、日ごろ地域の子ども

の見守りをしている民生委員である奥さん

（サロン代表）のご希望もあり、高齢者サロ

ンと子どものサロンを、時間を分けて開催す

ることになりました。 

 

 

第 1回目のサロン開催！いずれは子どもと高齢者が一緒に 

11 月 11 日のオープン初日は地域の高齢 

者 15 名が参加。サロンスタッフの丸山さん 

指導の元、女性たちは毛糸を使って指編みを

体験。男性たちは会話を楽しみました。また、

会場に飾ってある昭和 30 年代、40 年代に

発行された「暮らしの手帖」を見ながら、「懐

かしいわ～」「私この特集、楽しみにしてたの」

など、懐かしい話題に花が咲いていました。 

高齢者が帰った後は、学校帰りの子どもた

ちが 2 名、子どもサロンで宿題をしました。 

 「いずれは子どもと高齢者が一緒に交流で

きる場所になるといいんだけど、今は急がず

ゆっくりとやっていきたい」と、代表の高橋さん。今後の展開が楽しみです。 

 

取 材 日 平成 28 年 11 月 11 日（金） 

参加者数 15 名＋スタッフ 5 名 従事職員 1 名 

取材メモ 温かい雰囲気のサロンができあがりました。地域の高齢者と小学生の居

場所として根付いてくれるといいなぁと思いました。 

取 材 者 平めぐみ（社協・地域福祉課） 
 
 

 

道路に面した入口は、かわいい装飾が。 

折り紙の飾りは、地域の若いお母さんが 

作ってくださったそうです 

女性陣は大きなテーブル、男性陣は小上がりで 

円座を囲んでおしゃべり 

【西新井】 

 

交流する 高齢 貢献 
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 のびのび親子ひろば ”かわいいあひるの子” 
 

お母さんたちの孤立を防ぎたい 

サロンを立ち上げたきっかけは、西新井駅

周辺の再開発です。新しいマンションが次々

と完成する中で、知り合いのいない土地に引

っ越してきた若い子育て世代の母親たち。そ

の方たちが、孤立しないで、地域の中でほっ

と気持ちが休まる空間を作りたいと、サロン

代表の浅見さん、伊山さんは「かわいいあひ

るの子」を始めました。途中で場所の移転が

ありながらも、平成 20 年から毎月 1 回の

活動を続けています。 

リトミック体操、パネルシアター、歌、

読み聞かせと、充実した内容。子どもと一

緒に大人も楽しんでいます。 

 

オリジナルソングに込めた思い 

かわいいあひるの子には、浅見さん、伊

山さんが作ったオリジナルソング（メッセ

ージソング）があります。 

『生まれてきてくれてありがとう／産んで

くれてありがとう／ママ大好き／あなたが

大好き／あったかいね、一人じゃないよ／

甘えていいんだよ（泣いてもいいんだよ）

／みんないい子だよ／いつもありがとう／

あなたは高価で尊い』 

 一人一人が宝物。何があっても悲観しな

いで、支え合って生きていこう！というお

２人の熱いメッセージが込められています。 

 

取 材 日 平成 28 年 11 月 22 日（火） 

参加者数 15 名 従事職員 1 名 

取材メモ パネルシアターなどもすべて手作りで、スタッフのみなさんの温かさが

伝わるサロンです。最近は参加者が少ないようなので、もっとたくさん

の方に知ってもらい、参加してもらえるといいなぁと思いました。 

取 材 者 平めぐみ（社協・地域福祉課） 
 

かわいいあひるの子、スタッフの皆さん 

生伴奏で、子どもたちと一緒に歌います 

【西新井栄町】 

 

解決する 子育て 手作り 
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子育てカフェ eatoco（イイトコ）  
 

「親子に優しい」多世代交流カフェをつくりたい 

「ベビーカーを押して行ける距離に、子

どもを抱えながら活動できる多世代交流

カフェを作りたい」そう、熱っぽく語って

くださったのは、「子育てカフェ eatoco」

代表の阿部直子さん。 

 阿部さんは、将来、多世代交流カフェ

をオープンするため、友人に呼び掛け、平

成26年5月にこのグループを立ち上げま

した。 

阿部さんが大切にしているのは、地域と

のつながり。地域とつながるきっかけに、

月に 1 度の交流イベント「イイトコマルシ

ェ」等を開催しています。 

「楽しく」「おしゃれに」「無理なく」がモットー 

今日は、その「イイトコマルシェ」にお

伺いしました。会場は地元の「さくら園芸」

さん。おしゃれな雑貨や安全な食品など、

目にも口にも嬉しい手作りの物がお手頃

価格で販売されています。子育て中のお母

さんや地域の商店が出店し、マルシェを盛

り上げているそうです。 

地元商店の活性化にも貢献したいという

阿部さん。世代や立場を超えた様々な方々

が関わることができる多世代交流カフェ

をオープンするため、「子育てカフェ

eatoco」の挑戦は続きます。 

 

取 材 日 平成 28 年 11 月 26 日（土） 

参加者数 60 名 従事職員 1 名 

取材メモ 「楽しくないと続かない」「楽しいことを探している」という阿部さんの

言葉が印象的！スタッフやサポーターの方々が無理なく、楽しみながら

続けられるように、場所や参加方法に気を配っている様子がうかがえま

した。地元の人に愛される「多世代交流カフェ」オープンの日も近いで

す！☛子育てカフェ eatoco のウェブサイトは、www.eatoco.com 

取 材 者 阿部綾子（社協・第 4 グループ） 
 

パワフルに活動を切り開く代表の阿部さん（左）と 

いつも活動を後押ししてくれる友人の鈴木さん（右） 

おかあさんの店のお手伝いをしている翔波君。親子一

緒に活動できるのがイイトコマルシェの「いいとこ」 

 

【本木】 

 

活躍する 多世代 活性化 
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都営鹿浜五丁目団地北部自治会・男たちのグラウンドゴルフ 

グラウンドゴルフで地域活性、生き生き生活 
 

男性が楽しく交流出来る活動を～男たちのグラウンドゴルフ～ 

都営鹿浜五丁目団地北部自治会では、３年程前から「男たち

のグラウンドゴルフ」が行われています。女性に比べ引きこも

りがちな男性に外に出てもらう目的で始まり、毎週土日に行っ

ているそうです。「グラウンドゴルフは地面に穴を掘らないです

み、ゴールポストを置くだけの手軽さもあり参加者が増えた」

と自治会の五味会長。 

会場でびっくりしたのは芝のコースがある事、まるで本物の

ゴルフコースのようです。草ぼうぼうだった都営住宅の庭に芝

生を植え、皆の協力で丹念に草取りが行われ、ここまでになる

のに 20 年かかったそうです。 

 

コースは、この気持ちのよい芝とグラウンドの

合計８コース。クラブでボールを打ち、ゴールポ

ストに入れるまでの打数で競います。「ルールも

簡単で個人プレーだから、みんなが楽しめる。」

と五味会長。初冬のこの日はぽかぽか陽気で気分

上々。さらに今回は年１回の大会と言うことで女

性の参加もありにぎやかに行われました。 

大会では皆さん大張り切り。午後からの開催で

したが、大会の為に午前中から練習していた方もいらしたとか。木に当たったり、飛びす

ぎて花壇入ったり、ホールインワンもあったり・・「いいね～」「あ～しまった」などあち

こちで声が飛び交い、皆笑顔で楽しそうです。見ているだけでも面白く、取材者も参加し

たくなる程でした。この芝生の庭をゴルフコースにし、グラウンドゴルフをしようと発案

したのも五味会長。「本当にマメで、頼りになる会長」と女性から絶賛の声もありました。 

皆で作った庭で男性が参加しやすく、楽しくて継続性もあるこのグラウンドゴルフ。地

域活動の原点を見たような気がしました。 

 

取 材 日 平成 28 年 11 月 13 日（日） 

参加者数 20 名 従事職員 2 名 

取材メモ 青空の下、わきあいあいとゴルフを楽しむ皆さんの様子は、年齢を吹き

飛ばして元気そのもの。この顔の見える交流が地域を元気にするのだと

思われた 1 日でした。 

取 材 者 阿部耕平、飯塚弘子（社協・第５グループ） 
 

 

【鹿浜】 

 

地域を知る 男性 運動 
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足立入谷小学校 

認知症サポーター養成講座 
 

道徳授業「思いやりの心をとどけよう！」（4年） 

小学生に認知症を正しく理解してもらい、

支援の大切さを学んでもらおうと、足立入谷

小学校で 4 年生の道徳授業「思いやりの心

をとどけよう！」が行われました。 

講師は認知症地域支援推進員の平野さん

と、居宅介護支援事業所ひだまりケアマネジ

ャーの川上さん。どうしたら子供たちに分か

りやすく伝えられるか、校長先生に相談しな

がら、何度も打ち合わせや練習を重ねたそう

です。そのかいあってか、子供たちはお二人

の話に夢中！集中して聞いていました。 

 

認知症の人の気持ちになって 

認知症になると色々なことを忘れてしまう

と知ると、「こわいよ～」「治すことはできな

いの？」と不安になった子供たち。認知症に

なった人の気持ちは？と講師から質問が出る

と、「何も悪いことをしていないのに何で自分

は怒られたりするんだろう」や、「不安いっぱ

いだと思う」などの意見が出ました。 

最後に、認知症のおじいちゃん、おばあち

ゃんに、自分がどんな思いやりの行動ができ

るかという質問には、「やさしく明るく声をか

ける」や、「（認知症を）気にせず、いつものようにふるまう」「できないことを手伝う」な

どの意見が出ました。45 分という短い時間でしたが、認知症について一生懸命考え、理

解していく子供たちの様子を見ることができました。 

 

取 材 日 平成 29 年 2 月 13 日（月） 

参加者数 29 名 従事職員 2 名 

取材メモ とても分かりやすい認知症サポーター養成講座でした。区内の小学校に広

がり、思いやりの気持ちを持つ子供たちが増えるといいなと思いました。 

取 材 者 平めぐみ、結城宣博（社協・地域福祉課） 
 
 

【入谷】 

 

地域を知る 子ども 学習 
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まつりか足立 

立ち上げよう、子ども食堂！東保木間で楽しいお食事会！？ 
 

子ども食堂で、障がいの垣根を超える 

東保木間で子ども食堂（※）をテーマとし

た情報交換会を開催しました。集まったのは、

すでに子ども食堂を実施している区内のグ

ループ 3 団体と活動準備中の方、関係機関

の皆さんです。 

話題の中心はこの情報交換会の会場でも

ある“放課後等デイサービス”を活用した子

ども食堂企画。提案者の茂呂さんは、「子ど

も食堂で障がい児と健常児が時間を共有し、

理解を深めていくことで、垣根を無くしてい

きたい。」と熱くお話ししていました。 

      相談、そして情報交換！ 

「障がい児と関わる健常児がいじめの対

象になるのでは？」「必要とする子どもは多

い！」「大人に専門的知識が求められるので

は？」「地域との関係作りも重要。」等、様々

な角度から情報交換が行われました。 

当日参加いただいた日本大学の諏訪先生

は「子ども食堂と障がいが結びつくのは面

白い。地域の支援者を探し、支援者が活動

を支えていく流れができたら上手くいく。

居場所ができて、関係ができるということ

が大事。」とおっしゃっていました。 

 

※子ども食堂…子どもの孤食（本人の意思とは別に、一人で晩ごはんを食べているような状況）等

の問題解決・改善に向けて、地域住民等が食事を提供する活動・事業。 

 

取 材 日 平成 28 年 3 月 16 日（水） 

参加者数 23 名（10 団体、8 関係機関） 従事職員 3 名 

取材メモ 総勢 26 名、それだけたくさんの人が興味を持っているという事実にまず

驚かされました。茂呂さんが健常児と障がい児の接点を作ることで、ひい

ては「福祉を担う子ども達を育てたい」とおっしゃっていましたが、現場

に集まった方々の熱い想いを前にすると、私も気持ちが高揚しました。 

取 材 者 中山勝友（社協・第 6 グループ） 
 

食事をしながら楽しく情報交換！ 

この後の名刺交換も白熱していました！ 

【東保木間】 

 

解決する 障がい 食 
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ほっとサロン万葉 
 

地域の協力によりできた居場所 

基幹地域包括支援センター主催のオレンジカフ

ェ（※）として特別養護老人ホーム万葉苑の地域

交流スペースを借りて、今年 3 月にオレンジカフ

ェ「ほっとサロン万葉」が OPEN しました。 

開設までに、施設、絆のあんしん協力員、専門

相談員（民生・児童委員）と基幹地域包括支援セ

ンター職員がどんなカフェを目指していくか話し

合いを重ね、認知症の人とその家族が気軽に参

加・交流できる居場所ができました。 

みんなが安心して過ごせるように 

高齢人口が増えることにより、認知症の人がさらに

増加することが懸念されています。 

 介護のことで気軽に相談できる。認知症になっても

みんなと一緒に歌を歌える。体を動かすことができる

ようにスタッフは、絆のあんしんネットワーク連絡会

や認知症サポーター研修を受けて対応を学びました。

専門的な相談には、認知症専門員が対応をします。 

このカフェでは、参加する人も協力する人も地域住

民です。ピアノ伴奏をしている男性は以前、音楽関係

の仕事をされていました。「みんなの前で伴奏できる

のは楽しい。今後は、もっと男性が参加してもらいた

い。自分もこんなに楽しんだから」と話されていまし

た。 

認知症に不安のある方やその家族の方々で参加を希望される方は、基幹地域包括支援セ

ンター（TEL:5681-3373）まで、ご相談ください。 
 

※「オレンジカフェ」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） 
 

取 材 日 平成 28 年 6 月 28 日（火） 

参加者数 16 名 従事職員 11 名 

取材メモ 地域住民の方が大活躍しているカフェ。認知症状を患った本人や家族が、

地域で孤立することなく楽しめる居場所として今後も活動を続けてほし

いです。足湯も季節によってバスクリンをかえるそうです。 

取 材 者 田嶋亮太郎（社協・地域福祉課） 
 

【六月】 

 

活躍する 高齢 見守り 
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ケアこみゅ ＠
アット

home
ホ ー ム

足立 

 “介護”のノウハウを地域に提供 

花畑地域学習センター・図書館 

花畑地域学習センター、花畑図書館の職員

向けに、高齢者疑似体験講座を実施しました。

この日は 20 人の職員が参加。「介助の人が隣

にいたので安心できた」「81 歳の母が散歩に

行くと疲れると言っているのが良く分かった」

など、参加者それぞれの感想を共有しました。 

麻痺や、耳が遠いなど、高齢者との接遇・

コミュニケーションには、注意点がいくつか

あります。学習センター・図書館の職員の皆

さんは、真剣なまなざしで講師の話に耳を傾

けていました。 

 

区内の若手介護職員グループが協力 

 この講座に協力してくれたのは、区内の若

手介護職員のボランティア団体「ケアこみゅ

@home 足立」です。 

疑似体験ツールの着脱のほか、グループご

とに行った講座の振り返りで質問に答えたり、

施設での介護業務で気をつけていることなど

を話しました。 

代表の濱内崇臣さんは「いい機会になった。

こちらが勉強になりました」と手ごたえを話

す一方で、「受講者全体に向けた話となると、

テンパってしまいますね」と笑っていました。 

 

取 材 日 平成 28 年 7 月 19 日（火） 

参加者数 20 名（受講者） 従事職員 3 名 

取材メモ ケアこみゅ@home 足立は、平成 28 年 3 月に介護職員達が結成した新し

い団体です。ボランティア活動の他、芋煮会や流しソーメンなどの交流会

を企画・実施しています。問合せは、足立区総合ボランティアセンターま

で。 

取 材 者 安田雅俊（社協・梅島・島根地域課）、堀崇樹、齊藤愛実（社協・地域福

祉課） 
 

「目が見えにくい」「耳が遠い」は大変！ 

グループごとに気になったことを共有しました 

【花畑】 

 

活躍する 高齢 介護 
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のびのび親子ひろば “みんなのおうち” 

子どもから高齢者が集える 
 

永年の地域活動に対して感謝状贈呈 

平成 17 年 10 月のびのび親子ひろば「みんな

のおうち」は開設されました。地域で子育てを合

言葉に 10 年以上活動し、子育て中の親子、高齢

者の閉じこもり防止、仲間づくり、孤立感の解消

に貢献されました。この活動に対して足立区社会

福祉協議会の会長より「みんなのおうち」へ感謝

状が贈呈されました。 

活動で大切にしていること 

代表の大友さん、岡安さんに活動で大切にしてい

ることを伺いました。子育て支援で大事にしている

ことは、「愛情豊かに」をモットーにされているそ

うです。大切に大事に育てられた子どもは、周りの

人にも大切に、大事に接することができる子どもに

育ちます。 

スタッフは、子ども達のありのままを受け止め、

素直な心、良き行動に結び付くように対応します。 

参加されている高齢者には、「あなた様は無くて

はならない存在です」と伝えます。見守られている

こと、愛されていることを感じることは生きる力に

もつながります。「みんなのおうち」では、子育て

中の親子と高齢者がふれあうことで、共に元気をも

らい、楽しく有意義な時間を過ごすことができてい

ます。みんなで行う「ハトポッポ体操」や高齢者と

子どもとのふれあいで、高齢者はいつまでも元気に、

子育て中の親子は共に育つことにつながります。閉

会後、スタッフのみ集まり本日の振り返りを欠かさ

ず行い、みんなで気づきや反省点を共有しているそうです。 

 

取 材 日 平成 28 年 7 月 12 日（火） 

参加者数 21 名 従事職員 1 名 

取材メモ ひろば内で子育ての悩みや子どもの行動をしっかり観察し対応している

心強いスタッフが活躍しています。（開催場所は、竹ノ塚駅西口徒歩 5 分、

スーパーヤオミ 2 階貸出スペースです。） 

取 材 者 田嶋亮太郎（社協・地域福祉課） 
 

【西竹の塚】 
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鷲宿平成クラブ 

花畑で花ひらく ふれあいサロン “サロンおおとり” 
 

「ここにくるのが楽しみで、楽しみで」 

花畑６丁目にある鷲宿会館の 2 階に、ふれあい

サロンがオープンしました。平成 28 年 5 月 25

日から開設の「サロンおおとり」は、鷲宿平成ク

ラブ（老人クラブ）の会員が運営スタッフになっ

ています。 

こちらのサロンは、高齢者とその息子・娘・孫

など家族全員をお客様として想定した多世代型サ

ロンを目指しているのが特徴です。 

明るい室内に、にぎやかな話し声と笑い声。毎

月第２・第４水曜日の午後のひとときをここで過

ごそうと、お客様が次々にみえ室内は活気に満ち

ています。サロンは地域住民なら誰でも参加することが可能で、遊びにみえた方からは「毎

月、この日は忘れずに来るの。皆で好きなことを話すのが本当に楽しいわ」と好評です。 

自由でいい、自由がいい。 

「ここでは、レクリエーションや講座のメニューを設

定したりせずに、とにかく自由に過ごしてもらいます。

メニューを決めると、枠にはまってしまって、いきづ

まってしまうから」というサロン責任者の言葉どおり

に、それぞれのテーブルでは、手芸・折り紙・あやと

り・おしゃべり…楽しみは様々。テーブルについた人

それぞれが得意なことを教え合い、あれやこれやとお

しゃべりしていくなかで、話の輪がひろがっていくのです。 

 立ち上げて間もないのにすでに軌道にのっているように見えるこのサロン、ここまでの

道のりには努力を要しました。スタッフが既存のふれあいサロンに見学に行き、サロン運

営のノウハウを研究したり、チラシを作成して鷲宿町会区域の家に全戸配布し、サロンに

来ていただくよう呼びかけをしました。すべては地域住民同士が交流できる場をつくりた

いという熱意からです。「皆さんの協力があって、ここまできました。でもまだまだ手探り

です。」中心スタッフの女性は芯の強さを感じさせる眼差しで、穏やかにほほ笑みます。こ

れからもサロンおおとりは、のびやかに自由な発想で成長し続けます。 

取 材 日 平成 28 年 7 月 27 日（水） 

参加者数 43 名 従事職員 2 名 

取材メモ 大人も子どもも集える場所づくりに運営者の方々の努力を感じました。こ

こにいると心がほっこりしてきて、何度も足を運びたくなります。 

取 材 者 大竹光夫、東瑞恵（社協・第７グループ） 
 

【花畑】 
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桑袋団地自治会・地域包括支援センターはなはた 

期間限定！夏の花畑 8 丁目オレンジカフェ 

ミニ講座付きの喫茶イベントを企画・実施 

足立区の北端、花畑 8 丁目にある自治会

の集会所にたくさんの住民が集っています。 

桑袋団地自治会・地域包括支援センター

はなはた、社協が協力して企画した喫茶イ

ベント。7 月から 9 月にかけて４回開催し

ました。 

講座の大テーマは認知症です。各回の講

座内容は、地域の相談窓口（第 1 回）、認知

症の予防（第 2 回）、使えるサービス（第 3

回）、認知症の人との付き合い方（第 4 回）。 

毎回、30～40 人の参加者が集まり、賑

やかな夏の一日を過ごしました。 
 

近隣の住民にも声をかけて。「みんなで楽しく！」 

講座企画の大きな特徴は、参加対象が自治

会員だけでなく、周辺にお住まいの方にも

開かれたことです。佐藤自治会長は「隣（の

自治会）にも声をかけて、みんなで楽しく

やったらいいじゃない」と話します。 

 自治会では、夏の間、集会室を開放して

おり、講座が終わった後も折り紙、輪投げ

などで楽しんでいます。 

今回は夏期間限定で行った喫茶でしたが、 

“毎月開催！”が次の目標です。自治会と

地域包括支援センターはなはたでは、すで

にその相談がはじまっています。 
 

取 材 日 平成 28 年 9 月 6 日（火） 

参加者数 30～40 名 従事職員 2 名 

取材メモ 実に半数以上の参加者が、この講座ではじめて地域包括支援センターを知

りました。センター職員の花井さんは「認知症がひどく進んでからでは大

変。私たちに相談してくださいね」と話しかけていました。気軽に相談で

きる場や関係ができたことは、住民にとって心強いことだと思いました。 

取 材 者 堀崇樹、齊藤愛実（社協・地域福祉課） 
 

ジャンケンで脳トレ。笑い声が絶えない認知症予防 

「どうされました？」認知症の方への声かけを実践 

【花畑】 
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ふれあいサロン “コスモスの会” 

ゆったり、笑顔で過ごしサロン１０年間 

次は開設 20年を目指して！！ 

舎人公園の近くにある民家で笑い声が

絶えません。参加者がお茶を飲みながら、

笑顔で話をしています。時には参加者から

の差し入れのお菓子を食べながら、ゆった

りとした時間が流れています。 

西伊興にある「コスモスの会」は、平成

16 年 6 月に、在宅介護支援センター伊興

（現地域包括支援センター伊興）で高齢者

の見守りボランティアをしている代表の

八木さんが夫婦でサロンを開催したいと

の思いから、社会福祉協議会（以下「当会」）

に相談があり開設したサロンです。 

開設から既に 10 年以上も経過しましたが、スタイルは変わりません。主催者の八木さ

んからは、「今回、感謝状をもらい改めて 10 年も続いたと実感した。開設 20 年を目指し

て頑張ります」と力強いお言葉を頂きました。 
 

会話は病院や薬の話で大盛り上がり！ 

参加者が集まると話がどんどん盛り上

がっていきます。「あそこの病院はお勧め

だよ！」「このかゆみ止めはとても効く

よ！」など情報交換をしながら笑顔が絶え

ません。 

参加者の長峰さんが趣味で手作りをし

た財布を参加者のみんなにプレゼントし

ていました。財布をもらった参加者からは

「この財布は使いやすいんだ」「みんな持

っているよ」と仲の良さが印象的でした。

参加者それぞれが楽しみ、ちょっとした役

割を担っています。それが、元気の秘訣で介護予防となっているそうです。 

 

取 材 日 平成 28 年 7 月 2 日（土） 

参加者数 7 名 参加者数 2 名 

取材メモ このサロンでは終始ゆったりとお茶を飲み、おしゃべりをします。このゆ

ったりとした時間と居場所にとても心地の良さを感じた取材者でした。 

取 材 者 結城宣博（社協・地域福祉課） 
 

サロン開設１０年以上として感謝状をお渡ししました 

参加者の長峰さんが作成した財布 

【西伊興】 
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六町駅前商店会ｒｅｓｋ（レスク）・花畑共同作業所 

商店会が仕掛ける地域のつながりイベント 
 

地域をつなげたい「六町つながるフェスタ」開催 
六町駅前商店会 resk は、「東京で住みたいま

ちトップ 10 を目指す」を合言葉に、子ども食

堂や地域の見守りなど、地域の活性化を図るた

めの様々な活動を行っています。 

「六町つながるフェスタ」もその活動の一つ。

ステージ発表や懐かしのベーゴマ体験などが行

われ、多くの親子連れが参加しました。 

今回の目玉は、初の取り組み「青空 100 円

食堂」でした。「親子で一緒に食事を取ること」

の大切さを知ってもらいたいと、各ブースが用

意した食べ物・飲み物を 100 円で提供しまし

た。開始から約 2 時間、用意した飲食物はほぼ完売となりました。石鍋商店会長は、「今

回は初の試みで色々反省もあったが、次回につなげていきたい」と意欲を示されました。 

 

地域・商店会・福祉の「つながる」が実現 

resk の新里相談役が営む「ダイオーズコーヒー」

では、青空 100 円食堂でコーヒーにクッキーを

付けて提供することになりました。福祉作業所の

クッキーを出したいと社協に相談があり、クッキ

ーを製造販売している花畑共同作業所を紹介しま

した。作業所管理者の本多氏から「地域で PR で

きる良い機会」と快諾頂き、コラボが実現しまし

た。 

普段は同じ味で一袋にする商品を、新里氏の提

案で一袋に色々な味を入れて 100 セット用意。

当日は作業所スタッフも２名参加し、祭りが終わる前に完売しました。 

※花畑共同作業所…身体・知的・精神障がいの方が働く福祉施設。 

取 材 日 平成 28 年 8 月 21 日（日） 

参加者数 約 550 名 従事職員 2 名 

取材メモ resk は設立 2 年の若い商店会ですが、街を良くしたいという熱い想いが

伝わってきます。つながるフェスタは地域住民だけにとどまらず、作業所

との新たなつながりもできました。今後も取組に注目していきたいです。 

取 材 者 花本洋子、高橋亮（社協・第７グループ） 
 

青空 100 円食堂のブースはどこも大人気 

顔合わせの様子。右から花畑共同作業所田

中さん、本多さん、ｒｅｓｋ新里さん、社協 花本 

【六町】 
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花畑団地自治会・レイモンド花畑保育園 

保育“園”による、地域がより良い“縁”で結ばれる“宴” 
 

保育園から始まる地域の縁づくり 

花畑団地の一画に今年開園したばかりのレイモ

ンド花畑保育園では、アートを用いた特色ある保

育を展開しています。保育にとどまらず『アート

でまちづくり』が久保木園長を始めとするスタッ

フの目指すところです。それは保育園を起点に、

地域や子育て、高齢者、環境問題など地域の様々

な事柄をつなぎ合わせ、ゆくゆくは全てが繋がる

まちづくりを目指しています。その一環として、

園児と花畑団地自治会が交流するイベント「花の

えん」が企画されました。今回は初回ということ

で交流がメインでしたが、将来的には高齢者にも

アートを通じて保育に携わってもらい、地域の高齢者が参加できる場をつくることを検討

しています。そこで加藤自治会長をはじめとする自治会役員の方々や UR 都市機構など多

くの関係機関の協力のもと開催となりました。 

 

「花のえん」開宴 

「今日はよろしくお願いします」、子ども達の

緊張交じりの挨拶で始まった「花のえん」。しか

し、さすがは子どもたち。すぐに花畑団地自治会

の方々と打ち解け大賑わい。子どもたちより自治

会の方々へお茶やお菓子のおもてなしや、わらべ

歌の披露、紙コップで塔のまちづくり（アートワ

ーク）などを通して交流を深めていました。子ど

も達にとっては、相手をおもてなしする機会、自

治会の方にとっては園児のパワーに笑顔ほころ

ぶ機会となり、まさに、心の花・笑顔の花が咲き

ほこる「花のえん」となりました。 

 

取 材 日 平成 28 年 12 月 7 日（水）、8 日（木） 

参加者数 1日目51名／2日目 49名 従事職員 5 名 

取材メモ 花のえんをきっかけとして、地域の方々の輪が良い縁へとつながっていけ

るように、今後の子どもたちの活躍に期待大です。 

取 材 者 高橋亮、橋本孝子（社協・第 7 グループ） 
 

自分の作品を住民へ熱心に説明する園児 

アートワークの塔のまちづくり 

（園児以上に自治会員の方々が夢中？！） 

【花畑】 
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Koen （コエン） 

気軽に、気楽に。子育てママ出会いの場 
 

みんなで育てるまちづくりをモットーに 

竹の塚周辺で活動をしている「Koen」。

子育て中のママのコミュニティづくりや

出会いの場を広げるために様々なイベン

トを開催しています。 

今回はクリスマス会におじゃましまし

た！会場は、教会に併設されたカフェテリ

アです。座敷スペースもあり、ママが集ま

るのには最適な場所でした。入ってみると、

サンタの格好をしたパパ・ママ・キッズが

たくさん！総勢 70 名を超える参加で、キ

ッズのダンス発表やカップケーキのデコ

レーションなど、賑やかな雰囲気で行われていました。Koen の活動に初めて参加した方

は、「他のママサークルに行ってみたけど、合わなかった。Koen は一人でも来やすい。気

軽に参加しやすくて、和気あいあいとした雰囲気が良いと思う」とおっしゃっていました。 
 

「うちの子」から「地域の子」へ 

地元企業や店舗からの協力もあり、イベ

ントは毎回大盛況。土日のイベントが多く、

普段仕事をしているママも参加しやすく

なっています。ママのつながりは広がり、

登録メンバーも増えているそうです。    

代表の山本さんは、「自分の子どもが成長

したら、小学生も呼びたい。いずれ親子だ

けでなく、地域の人の居場所にしたい」と

今後の夢を語ってくれました。 

 

取 材 日 平成 28 年 12 月 17 日（土） 

参加者数 82 名 従事職員 1 名 

取材メモ ママにとって、交流の場でもあり息抜きができる場となっているように

感じました。ママコミュニティの広がり、地域での交流。今後がさらに

楽しみです！メリークリスマス☆ 

取 材 者 齊藤愛実（社協・地域福祉課） 
 

【伊興本町】 
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桑袋団地自治会・足立特別支援学校 

笑顔あふれるおもてなし ～地域交流、はじめの一歩～ 
 

「豊年太鼓」がつなぐ地域の輪 

足立特別支援学校（※注１）では、東京都のモデル事業

（※注２）実施校として、「地域の人とのつながりを深め

たい」と初の試みで桑袋団地自治会 10 名の皆さんを

招き交流を図りました。まずは芸能部太鼓チーム男子

生徒７名が「豊年太鼓」を披露。バチを振り上げ「よ

いさ～・そ～れ」の掛け声とともに、太鼓の音が鳴り

響きます。 

佐藤自治会長をはじめ地域の皆さんも、太鼓の鼓動

に聞き入り和楽器の素晴らしさを味わっていました。 
 

手作り deおもてなし 

その他学校では、授業の一環として定期的にカフェ

（Smile テラス）を開催しています。Smile テラスに

場所を移し、自治会の方も交えてティータイム。自家

焙煎の本格珈琲が 1 杯 50 円と驚きの安さ、プリンや

ゼリーもすべて手作り。参加された自治会の皆さんに

も「美味しい」と大評判でした。 

加えて生徒さんからハンドマッサージの提供もあり、

「身体が暖かくなってきたよ。気持ちいいね～」と声  

をかけられ、思わず生徒さんもにっこり。練習の成果

を地域の方々に提供することができたようです。 

Smile テラスは地域の方も利用可能でオープンテラスもあり、近隣住民の方がお茶を楽

しんでいました。また、手作りパンや焼菓子の販売もあり、地域の憩いの場として期待さ

れます。生徒の皆さんにとっても、学びを生かす場になり、充実した交流会となりました。 
 

※注１ 普通科と職能開発科の２つの学科を併設する知的障がい特別支援学校 

※注２ 2020 年オリンピック・パラリンピックに向け、ボランティア精神の育成や共生社会の実現を目 

指して、生徒が地域の高齢者に社会貢献活動を行うモデル事業。 

 

取 材 日 平成 28 年 11 月 18 日（金） 

参加者数 25 名 従事職員 2 名 

取材メモ 地域住民の方が気軽に足を運べるような良いきっかけ作りができ、今後イ

ベントや行事などでお互い助け合い、また、活躍できる場が広がりました。 

取 材 者 下鳥典子、佐藤和子（社協・第 7 グループ） 
 

自治会の方も一緒に演奏しました 

授業で身につけた技術を披露します 

【花畑】 
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伊興中央町会 

地域を守るための防災訓練 
 

震度 6強を観測！！ 

10 月 30 日（日）に震度 6 強観測を想定し、

西伊興小学校を第一次避難所として総合防災訓

練が行われました。伊興中央町会は毎年、同規

模の防災訓練を行ってきています。 

避難所では様々な見学・体験をすることがで

き、皆さん熱心に訓練に参加しました。 

 

 

小学校の敷地内には、3,000 人の避難者が 3

日間使用可能なトイレが埋め込まれており、当

日は地中から掘り起こしたこの「アースイント

イレ」を見学することができました。 

また、屋外の水位が屋内よりも高くなってし

まった時の避難路確保の方法を学ぶ「浸水体験」

も行うことができました。 

 

地域の支え合いで乗り越えていく 

「高齢者疑似体験」コーナーでは、自身で高

齢者の体験をして誘導のコツを学びました。大

きな災害の発災時には、体の不自由な高齢者に

速やかに避難していただくことが大切です。 

その他、ＡＥＤを使用した応急救護の体験や

屋内に閉じ込められた人の救出救助方法等の実

演も見ることができました。 

参加した方からは「実際に被災した時、具体

的にどんな援助を必要としているのか伝えるの

に役に立った。」と感想をいただきました。 

 

取 材 日 平成 28 年 10 月 30 日（日） 

参加者数 約 150 名 従事職員 3 名 

取材メモ 参加者からは発災時も『地域で支えあう』気持ちが強く伝わってきました。 

取 材 者 浮田照予、中村知意、吉清健太郎（社協・第 6 グループ） 
 

校庭を掘ると、巨大なトイレ！！ 

水圧体験では扉を開けるコツを伝授 

体験セットを装着して“高齢者”を疑似体験 

（社協第 6 グループ・福祉出前講座） 

【伊興】 
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竹上和会 

いきいき生け花。感じる“和” 

魅力ある活動が盛りだくさん！ 

竹上和会（たけがみなごみかい）は平成 15

年に発足し、平成 22 年から足立区の老人クラ

ブ連合会に加盟して活動をしている老人クラブ

です。町会のお祭りでは焼きそばやけんちん汁

を振る舞うなど、町会との協力で地域のつなが

りも大切にしています。他にも施設見学や料理

教室、毎月 1 日には神社の清掃をするなど、と

ても活発に活動しています。 

 

竹上和会には「社会奉仕」「生きがいを高め

る」「女性委員・健康推進」「友愛訪問」の 4 つ

の活動部門があり、今回は女性委員・健康推進

活動のひとつである生け花教室におじゃましま

した。講師を招き、お正月のアレンジメント。

皆さんのセンスが光ります。「毎年これにだけは

来るのよ！」と、生け花教室を楽しみにしてい

る方が多くいらっしゃいました。 

大変。だけど、地域のために。 

「行事を計画するのが大変ね！」と、浅井会

長。しかし、その目は活動に参加しているみな

さんをあたたかく見守っています。石鍋副会長

が「地域の人が集まる機会はないから、こうい

う活動はいいわよね」とおっしゃるように、活

動で定期的に顔を合わせることでお互いの見守

りになり、冗談を言い合いながら交流すること

がみなさんの楽しみになっていると感じました。 

 

取 材 日 平成 28 年 12 月 26 日（月） 

参加者数 16 名 従事職員 1 名 

取材メモ 竹上和会の皆さんの笑顔と活気にエネルギーをいただきました。今後もパ

ワフルに活動を継続していただけることを願っています。 

取 材 者 齊藤愛実（社協・地域福祉課） 
  

浅井会長（左）と石鍋副会長（右） 

【竹の塚】 
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ふれあいサロン “平一くつろぎサロン” 

見守り、交流を兼ねた居場所づくり 
 

医療・福祉関係者と自治会が情報共有できる居場所に 

平野一丁目団地では、住民の一人暮らしや孤立

に関しての課題を抱えていました。自治会として

は、「住民の介護サービスの利用状況がわからず、

見守りがしにくい」「気軽に集まれる場所がない」

などの悩みがあり、月に 1 回のうたごえ喫茶を開

くも男性の参加がありませんでした。 

そこで、地域包括支援センター一ツ家はこれら

の地域課題を解決するために、住宅管理会社や近

隣の介護事業所、保健センターの職員などを集め

て地域ケア会議を開催しました。取り組むことに

なったのは、“医療・福祉関係者と自治会が情報

共有できる居場所づくり”です。ケアマネジャーと住民が立ち寄って話が出来たり、男性

が気軽に参加出来たりするような居場所。地域包括支援センターや社会福祉協議会の協力

のもと、ふれあいサロンとして動き始めました。 

健康マージャン大好評！ 

 男性はおしゃべり、お茶のみだけの集まりには

なかなか行きにくいものです。“平一くつろぎサ

ロン”と名付けられたこのサロンでは、健康マー

ジャンやトランプ、花札で皆さん楽しいひととき

を過ごされています。自治会の皆さんの声かけや

健康マージャンの効果もあり、男性の参加者もち

らほら。ケアマネジャーも住民に声をかけながら

参加してくれていました。今後も増えてくれるこ

とを願います。 

 平成 28 年 12 月からスタートした“平一くつろぎサロン”。これからも皆さんの賑やか

な笑い声と共に長く続けてほしいと思います。 

 

取 材 日 平成 28 年 12 月 22 日（木） 

参加者数 約 25 名 従事職員 1 名 

取材メモ 自分たちにできる事は何かを考え、地域ケア会議からつながった居場所

づくりは大きな意味を持っていると感じました。 

取 材 者 齊藤愛実（社協・地域福祉課） 
 

指先と頭を使う健康マージャン 

地域ケア会議の様子 

【平野】 
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メモリーカフェひとつや （地域包括支援センター一ツ家） 

このままずっと、続けていきたい 
 

オレンジカフェでボランティアが大活躍 

「編み物とか、小物づくり、折り紙もし

ています。手を動かすのがいやな人はしゃ

べってるだけでもいいの」。ボランティ

ア・スタッフが説明してくれます。 

メモリーカフェひとつやは、足立区が設

置をすすめているオレンジカフェ（認知症

の人や家族などができるだけ気軽に相談

できるような場所）の一つです。 

 近隣のデイサービスから、介護保険サー 

ビスの利用者も参加。にぎやかな会場には 

毎回 20 人ほどの住民が集まって、お茶を

飲みながら過ごしています。 
 

ボランティア・スタッフは「仲間」 

互いを「仲間」と呼び合うボランティア

の皆さん。この活動を始めるまでは、お互

いよく知る間柄ではありませんでしたが、

介護予防教室などで知り合った地域包括

支援センターから協力を依頼されました。

現在は、スタッフとして協力している、月

に一度のカフェを楽しみにしています。 

ボランティアが大変と思うことはあり

ませんか？と尋ねると、「全く」「こんなに

楽しいことがあるのかと思うくらい！」

「役に立っていると思えば、やりがいも感 

じる」とはずんだ声が返ってきました。 
 

取 材 日 平成 28 年 12 月 20 日（火） 

参加者数 参加者 18 名、ボランティア 4 名 従事職員 2 名 

取材メモ 参加者からは「（月に一度ではなく）もっとやりたい」という声もあるそ

うで、それだけ楽しい居場所にもなっていることがうかがわれました。 

皆さんの活動のますますの発展を楽しみにしたいです。 

取 材 者 堀崇樹、齊藤愛実（社協・地域福祉課） 
 

立ち上げから約 1 年。参加者は順調に増えて、 

現在は 20 人ほどになっています 

「月に一度会うことが楽しみ」と話す 5 人の仲間 

【一ツ家】 

 

活躍する 高齢 見守り 

99 
 



あだち福祉体験サポーターゆるき♡♡♡ 

六月中学校で実践デビュー！ 
 

車いす体験授業の講師デビュー！ 

総合ボランティアセンターで開講された

「福祉体験学習サポーター養成講座」を修了

したメンバーで、「あだち福祉体験サポーター 

ゆるき♡♡♡」というボランティアグループ

が立ち上がりました。福祉体験サポーターは、

区内の小中学校から依頼を受けて、車いすな

どの福祉体験授業の講師やスタッフとして足

立社協のサポートをしてくださいます。 

12 月 15 日（木）メンバー7 名が六月中 

学校 2 年生（5 クラス 191 名）の車いす体験授業の講師として実践デビューをしました。 
 

楽しみながら学んでもらいたい 

 まず、メンバーから車いすの操作方法を

「グーチョキパー」で説明しました。「グー」

は車いすを押すときのグリップの握り、「チョ

キ」は車いすをたたむときの手の動き、「パー」

は車いすを広げるときの手の動きです。これ

は、生徒の皆さんに楽しみながら学んでもら

おうとメンバー自身が考えたアイデアです。

車いすの操作方法や注意点を聞いた後、実際

に外に出て、学校の周りで車いす体験をしま 

した。1 クラス目の授業後に「裏門のところで段差を体験してもらおう。」と意見が出たの

で、早速 2 クラス目の授業から段差体験を取り入れました。 

メンバーの皆さんは、「もし町で困っている人を見かけたら、手助けしてあげようという

ちょっとした勇気につながれば嬉しいね。」と話されていました。 
 

取 材 日 平成 28 年 12 月 15 日（木） 

参加者数 グループメンバー7 名 

六月中学校生徒 191 名 

従事職員 4 名 

取材メモ サポーター養成講座を担当した職員からも「満点」と言わせるほど、堂々

とした講師ぶりでした。「ゆるき」というグループ名は「ゆる
．．

～く長続き
．

させたい。」という思いがあるそうです。これからの活躍が楽しみです。 

取 材 者 伊藤浩一、中村知意（社協・第 6 グループ） 
 

「あだち福祉体験サポーターゆるき♡♡♡」 
のメンバー 

車いすで段差の乗り越えにトライします 

【六月】 
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足立区新田ふるさと会 

飛鳥山公園ＤＥ花見交流会 
 

飛鳥山公園の桜の歴史 

飛鳥山公園を桜の名所に仕立て上げたのは、八代

将軍徳川吉宗でした。約 300 年前、吉宗が享保の改

革の施策のひとつとして、江戸っ子たちの行楽の地

とするため、飛鳥山を桜の名所にしたそうです。飛

鳥山は、こうして江戸の新しいお花見の名所として

誕生しました。当時、飛鳥山では、桜の名所地では

禁止されていた「酒宴」や「仮装」が容認されてい

たため、江戸っ子たちは様々な趣向を凝らして楽し

みました。 

 

「酒宴」を盛り上げた三味線 

 花見交流会は、足立区新田ふるさと会メンバーだ

けでなく江東区へ避難している方や支援者が集まり

「酒宴」を楽しみました。絶好のお花見ポイントを

とるために朝早くから場所取りしたのは、メンバー

のムードメーカーである秋元さんと佐々木さん。美

味しい食べ物や飲み物は参加者みんなで持ち寄り、

満開の桜を肴に飲むお酒や食事に自然とおしゃべり

に花が咲いていました。 

今年は、区内ボランティア登録をしている「ふる

さと学舎」代表の荒さんが、避難している皆様のた

めに三味線を持参し、花見を盛り上げる演奏をして

くれました。みんなで演奏に合わせて歌を歌いまし

た。震災から 5 年経過して、警戒区域が解除され、故郷へ帰ることを決めている方や迷っ

ている方、まだ帰れない方もいます。それぞれの道に進んでも、「この時期には飛鳥山公園

で交流会をしたい」と話されていました。 
 

※「足立区新田ふるさと会」は、平成 23 年 3 月 11 日に起きた東日本大震災の影響で福

島県から足立区に避難している方が中心になって平成 24 年 4 月に開設したふれあいサ

ロンです。 
 

取 材 日 平成 28 年 4 月 1 日（金） 

参加者数 14 名 従事職員 1 名 

取材メモ 今年で 5 回目のお花見交流会を開催できて、お花見を楽しめました。 

取 材 者 田嶋亮太郎（社協・地域福祉課） 
 

【その他】 
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（参考） 平成 28 年度新規登録ふれあいサロン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者サロン 

NO サロン名 場所 活動内容 

① ご近所サロンふれんど 梅島 2丁目 お茶飲み、介護予防体操、折り紙 

② 梅島うたの会 梅田 7丁目 体操、歌、お茶飲み 

③ カフェみやぎ 1 宮城１丁目 おしゃべり、お茶飲み 

④ 江北らくらく体操 江北 4丁目 体操、運動 

⑤ サロンおおとり 花畑 6丁目 おしゃべり、お手玉、将棋、折り紙等 

⑥ 茶々の会 堀之内 1丁目 おしゃべり 

⑦ サロンつばき 椿 2丁目 手芸、おしゃべり 

⑧ なかよしサロン 本木西町 おしゃべり、お茶飲み 

⑨ 原ことぶきサロン 西保木間 3丁目 ぬり絵 

⑩ なかま茶家ひがくり 保塚町 おしゃべり、体操、脳トレ等 

⑪ 綾瀬サロン 綾瀬 1丁目 英語でおしゃべり 

 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪ ⑫ 

⑬ 

⑭ 

⑮ 

⑯ 

⑰ 

⑱ 

⑲ 

⑳ ㉑ 

㉒ 

㉓ 

㉔ 

㉕ 

㉖ 

㉗ 

㉘ 

㉙ 

㉚ 

㉛ 

㉜ ㉝ 

❶ 
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NO サロン名 場所 活動内容 

⑫ さわやかサロン 綾瀬 1丁目 英語でおしゃべり 

⑬ 大人の隠れ家 銀木犀 栗原 4丁目 体操、カラオケ、おしゃべり 

⑭ こぢや橋サロン 古千谷本町 2丁目 おしゃべり、カラオケ、体操 

⑮ サロン桑袋 花畑 8丁目 お茶飲み、輪投げなど 

⑯ サロンドくつろぎ 千住龍田町 おしゃべり、体操 

⑰ ばあばサロン 本木南町 おしゃべり、傾聴 

⑱ シュシュ絆 足立 1丁目 おしゃべり、歌、指体操 

⑲ 西新井いきいきサロン 西新井 5丁目 おしゃべり 

⑳ 平一くつろぎサロン 平野 1丁目 おしゃべり、健康マージャン等 

㉑ ひつじ 平野 1丁目 お茶飲みなど 

㉒ わくわくお茶べりサロン 足立 2丁目 唱歌、脳トレ、折紙、ぬりえ、体操 

㉓ サロンいろり 谷在家 3丁目 おしゃべり、合唱、脳トレ 

㉔ サロンそよ風 梅島 2丁目 体操、歌、折り紙、おしゃべり 

㉕ サロンファーコス千住桜木  千住桜木 2丁目 おしゃべり 

㉖ たのしんで～ん 新田 1丁目 おしゃべり 

㉗ 若松さんち 西新井 5丁目 おしゃべり、お茶会、食事会 

㉘ あずまおちゃっこ会 千住東 2丁目 おしゃべり、体操、お茶、歌 

㉙ おさんぽサロン 谷中 3丁目 情報交換、運動、脳トレ、ゲーム 

㉚ サロンはなまる 綾瀬 2丁目 おしゃべり、都道府県ビンゴ 

㉛ しゃべり場 Kカフェ 西新井本町 2丁目 おしゃべり、レクリエーション 

㉜ “スター”サロン 扇 1丁目 おしゃべり 

㉝ 本関らくらくサロン 関原 1丁目 体操、茶話会 

 
 

のびのび親子ひろば 

NO サロン名 場所 活動内容 

➊ みらいハウス おうちご

はん 

江北 1丁目 ごはんイベント 
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（参考）社会福祉協議会の職員地区担当制 

 足立区社協では、社協内のすべての部課の常勤職員が地区担当として従事する職員地区

担当制体制を敷いています。 
 
 平成 20 年 3 月の第 1 次足立区地域福祉活動計画策定後、約 3 年間の試験実施期間をふ

まえ、平成 24 年度、地域の課題解決に向けた住民の地域福祉活動を支援する体制として導

入しました。 
 
 現在、民生・児童委員協議会の 7 つの合同地区に合わせた 7 つのグループで活動してい

ます。 
 
 
（主な業務内容） 

地区担当グループ職員は、①地域アセスメント、②福祉学習支援、③相談・つなぎ支

援等を基本とし、以下の業務を行う。 
（１）地域活動リポートの作成による地域活動情報の把握 
（２）出前講座の提供・地域福祉懇談会の実施支援 
（３）民生・児童委員協議会の会議等への出席・協力 
（４）「進め！あだちプロジェクト」の地域展開の補助 
 
 

（地区割） 
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まとめ 計画の中間評価に向けて 

 

１ 計画の趣旨と取り組み 

・計画では、基本方針「踏み出そう 遊び心で、活かそう あなたの力！」を定め、住民の

“地域参加”を図っていくこととしています。 

 

・足立区社協ではこの基本方針をふまえ、計画の基本理念「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」に向けて、「進め！あだちプロジェクト」及び「目標

を実現するための 4つの取り組み」支援に住民の皆様と一緒に取り組んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

２ 平成 28年度の主な成果 

・平成 28年度は、足立区社協の地域福祉活動支援の基盤である職員地区担当制によ

り、前年度を大きく上回る数のリポートを発信するなど、多くの取り組みで前年度

実績を上回る結果となりました。 

 

 

 

 

 
 

※実績の一例。（ ）内は平成 27年度実績。 

 

・また、地域包括支援センター等、関係機関との連携や、社協内の複数の課の協力に

よる取り組みを数多く実施し、住民の活動を支援する体制を強化することができま

した。（☛ 6、7、8、14、15、19、21ページなど） 

ふれあいサロン 

新規登録数 

34 か所（13） 

福祉出前講座 

提供数 

98 件（93） 

地域活動リポート 

発信数 

73 件（41） 

Kidsサロンあだち 

設置数 

3 か所（0） 

【基本方針】踏み出そう 遊び心で、活かそう あなたの力！ 

【目標を実現するための 4つの取り組み】（☛ 6ページ） 

【進め！あだちプロジェクト】（☛ 16～21ページ） 

【基本理念】 

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 

 “地域参加” 

の推進 
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３ 平成 29年度の課題 

（１）中間評価 

平成 30年度に計画期間（平成 27年度～平成 32年度）の折り返し地点を迎えるため、平

成 29年度は実施状況の中間評価を行います。 

足立区の地域福祉活動計画では、はじめての中間評価となります。モニタリング機関で

ある地域福祉研究委員会で過年度の取り組みを振り返り、現在地点をしっかり確認したう

えで、計画期間後期の取り組みに結び付けていきます。 

 

（２）「進め！あだちプロジェクト」の具体化 

「進め！あだちプロジェクト」は、この計画において住民の皆さんと足立区社協が一緒

に取り組むプログラムとして特に計画化したプロジェクトです。これまでの 2 年間は策定

時に描いた計画に沿ってトライアルで取り組んできており、一定の成果を報告しています

（☛ 16ページ～21ページ）。 

 ただし、こうした取り組みは初の試みであり、計画の基本方針が示す“地域参加”の推

進に着実に結びつけ、住民の地域福祉活動をさらに後押しできるプロジェクトにするため

には、より具体的な取り組み内容の策定が必要です。 

 平成 29年度は、地域福祉研究委員会において地域で多様な活動をしている委員の皆さん

による意見交換を行い、後期の具体的な取り組みを検討します。 

 

（３）社協の支援体制（地区担当制）の充実 

 足立区社協では、住民の地域福祉活動を支援する仕組みとして平成 24年度から職員地区

担当制を導入しています（☛ 15、104 ページ）。事務所管課である地域福祉課職員だけで

なく、社協内のすべての部課の常勤職員が地区担当として従事する体制です。 

 現在、地区担当制の業務は、①地域活動リポートの作成（地域アセスメント）、②福祉出

前講座の提供（福祉学習支援）、③相談のつなぎ支援の 3項目であり、①・②は前ページの

とおり実績も増加して一定の成果を挙げています。一方で、地域の課題解決に向けた③相

談のつなぎ支援は、まだ十分に機能しているとはいえません。 

 地区担当が地域の課題解決の後押しを行えるよう、組織内研修により職員の地区担当業

務に対する認識の共有化を図るとともに、平成 30年度以降の地区担当制の機能充実に向け

た検討を行います。 
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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。

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 20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 
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（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 
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