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adachi流
オンライン活用術
ミーティング
景観ツアー

スポーツ大会
「オンライン活用？ 無理、無理!」
と、
始める前から、あきらめていませんか？
今、スマートフォンやタブレットの便利機能とアイデアと熱意で、
adachi流オンライン活用が始まっています。
遠方でなかなか会えない人と出会えたり、
歌や踊りで盛り上がったり…。
皆さんも始めてみませんか？

講座

展覧会

相談

まちツアー
音楽会

足立区社会福祉協議会 〒120-0011 足立区中央本町１－１７－１ 足立区役所南館１１階 TEL ３８８０-５７４０ ＦＡＸ３８８０-５６９７

社会福祉協議会は、地域の皆さまとともに、誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくり（地域福祉）を目指して活動している民間の非営利団体です。
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A

みんなが金メダル！
スポーツ大会

東京オリンピックにちなんで、普段から交流の
ある吉祥寺や新宿の施設とオンラインで、スポ
ーツ大会を行いました。聖火ランナーもあった
り、勝ったチームにはハンドメイド金メダルを贈
ったり。オリンピッ
クさな がらのお 祭
り感 覚を 味わいま
した。

綾瀬あかしあ園

障がい者支援施設・綾瀬あかしあ園は、
「障がい
者やその家族が街に出て街とつながることで、誰も
がともに生き、支え合える世の中になるはず」とい
う想いで、これまでも地域に根ざした活動を大切に
してきました。コロナ禍で活動が制限されるなか、
施設内外での会議や、他の障がい者施設・専門学
校との交流など、積極的にオンラインを活用してい
ます。

気軽なところが
オンラインのメリットです
オンラインでの交流は、相手のい
る場所・距離に関係なく、気軽におし
ゃべりできることがメリットだと思い
ます。利用者の方と若い学生さんと
の交流でも、気軽にお話をしたりな
ど、学生の皆さんにとっても良い経験
になったと思います。

社会福祉法人あいのわ福祉会
綾瀬あかしあ園

お問い合わせ

C

これまで近隣の高齢
者ふれあいサロンの
方と行っていた花壇
での園芸交流が中
止に。オンラインで
何かできないか、ア
イデア募集中。
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学生と一緒に
街歩き

東京福祉専門学校の学生と一緒にオンライン
を活用してランチや街歩きを行いました。学生
が、浅草・スカイツリー方面の新しいお店やゲー
ムをLIVE中継で
紹 介してくれ 、
一緒に会話しな
がら楽しく交流
しました。

中村隆史さん

A B D

地域福祉課 TEL 6807-2460 FAX 5681-3374
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まえぽんさんの音楽ボランティア

病院や高齢者施設の慰問に出向いて歌で
元気を届ける、音楽ボランティアの「まえぽ
ん」こと吉田さん。新型コロナウイルス感染
拡大の影響により、活動することが難しくな
っていました。以前からお付き合いのあった
高齢者施設から「オンラインで音楽会をやり
ませんか？」と話があり、自宅から歌声を届け
られるようになりました。

C

E

総合ボランティアセンター TEL 3870-0061 FAX 3870-5900

音楽会で
踊りはじめる

「まえぽん」さんは可能な限り、リクエストに応え
るようにしています。多いのは昭和歌謡。乗りのい
い曲が多いからです。
「忘れられないの～♪」と、普
段は杖をついて歩く方がボックスを踏んで踊り始め
ることもあるそうです。
人形のキャラクター「ぽんちゃん」が大人気にな
ったのもオンラインだからこそです。今では「まえ
ぽんさんとぽんちゃんのデュエットが聞きたい」と
いうリクエストもあるそうです。

みんなが参加すれば
アクシデントも楽しめます
情報機器も慣れないうちは、途中で動画が
止まったり色々なアクシデントが起こりがち
です。
でも、スタッフと一緒になって楽しめる関係
ができていれば、逆手にとって場を盛り上げて
くれます。
「どんな状況でもやれないことはな
い！」と分かったことが大きな収穫でした。

「まえぽん」
こと

吉田洋子さん

E

Zoom活用のコツ

進行役の手腕にかかっています
あだち福祉体験サポーター
ゆるき♡♡♡
池田裕司さん
地域でZoomを教えるボランティ
アを養成する「Zoomボランティア
養成講座」の講師

話題のオンライン会議ツール「Zoom」で、ミーティング
や講座が円滑に進むかどうかは、進行役の手腕にかかって
います。Zoomの特性上、同時の双方向通話がうまくいか
ないため、進行役がチャットで仕切ると、参加者は安心して
会話を続けることができます。
オンラインだからタイミングの取り方や、話の締め方が難
しい場合があります。僕もよく進行役をやりますが、できる
だけ事務局に徹して、周りの参加者が困っていないか、うま
く参加できているかに気を遣っています。
「いいね」や絵文
字を使った会話で場を和ませることが僕のZoom術です。

/２/

B

バーチャルフォトウォーク

バーチャルフォトウォークは、外出が困難な人
にも美しい景色を体験しながら双方向の会話を
楽しんでもらおうと、カナダの写真家ジョン・バテ
リルさんが始めた活動です。現在、日本をはじめ
タイ、エジプト、スコットランドなどのプレゼン
ターが、カメラを持ってライブで景色を紹介して
います。
2021年、足立区に日本のＮＰＯ法人を設立
し、障がい者施設との交流も始まっています。
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外出が困難な方に
世界中の景色を届けます

下の写真はオンライン会議ツール「Zoom」を
使って、日本のプレゼンターが奈良公園のシカを
案内しているところ。
「今、期待しているのは、10代のプレゼンターで
す。自分の目で直に接して、障がい者のことを深
く理解していけば、世の中すばらしくなると思う
のです。足立から世の中を変えてみませんか？」と
代表理事の永堀典子さんは言います。

まずは大切な人に
風景を届けてみませんか？
学生時代、車いすで通う友人が身近にいたこ
とで、外出できない人々の苦痛を知ることがで
きました。職業としてカメラマンを選んだとき
に、彼らのために何かできないかと思い立った
のが、この活動でした。
まずあなたの大切な人のために、近所の風景
を歩いて見せてあげたり、会えなかった友人に
会わせてあげることから始めてみませんか？

奈良公園を動画で生配信。
興味津々の鹿とごあいさつ
できました。

『彩音ちゃんの世界旅行』

D

NPO法人
バーチャルフォトウォーク
創立者

NPO法人
バーチャルフォトウォーク
日本代表理事

バーチャルフォトウォークの活動を紹介するビデオ
『彩音ちゃんの世界旅行』。重度の障がいがあり、手
足をほとんど動かすことのできない彩音さんが、海
外の風景に瞬きで応える姿が印象的。

ジョン・バテリルさん

永堀典子さん
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ポルテホール連絡協議会

子どもの居場所としての地域食堂、子どもたち
や子育て家庭からの相談を受けて必要な支援に
つなげる相談会や勉強会が主な活動です。貧困
やDV、虐待、海外にルーツを
もつ子どもなど、制度の狭
間で孤 立している人たち
頼れるネットワークは
を、専門職や地域とつなげ
みんなの知恵があってこそ
ることがねらいです。
オンラインの活動で最も重要なの
は、信頼関係だと思います。個人情報
の扱いがデリケートな内容も多く、信
頼のおけるソーシャルワーカーの存
在が欠かせません。
「子どもたちの夢をかなえるため
に」という思いを共有したメンバーの
大人たちが、一緒に知恵を出し合っ
てつながっていきます。

オンラインの特長を活かした
つながりづくり

お弁当の配布案内やコロナ関連の支援情報など、必要な情報を
届けるホームページ「Adachiちゃりネット」を立ち上げました。さら
に、子どもたちのつぶやきや悩みに耳を傾けられるよう、オフィシャ
ルLINEも始めました。協議会メンバー同士のコミュニケーションや
情報共有にはfacebookやZoomが、役立っています。

ホームページ

コネクトリンク相談会 LINE

つながりはそこにあります！ まずは
ホームページを見に来てください。

支援の輪から外れている人たち
が、つながれるツールです。

●情報発信
・相談会などの案内
・メンバーの活動情報
・支援に関する情報の登録受付

●つぶやき・悩み相談
●情報提供
・お弁当の配布情報
・支援に関する情報

ポルテホール連絡協議会

橋本久美子さん

ボ ラン ティア 登 録 が
オ ン ラ イ ン で もで き る
よ う に な り ま し た！

ボランティア登録には、これま
で窓口にお越しいただく必要があ
りましたが、インターネットからも
登録ができるようになりました。
お時間のある時にご自宅から
登録いただけます。ぜひご活用く
ださい♪

申込方法
オンライン登録
の流れ

の必要事項を入力ください。

2 後日、希望された日のなかからオンライン
（Zoom）相談日をメールでお伝えいた
します。

3 オンライン相談後本登録となります。
必要なもの
お問い合わせ
お申し込み

/３/

1 右のＱＲコードを読み込み、登録フォーム

パソコン・スマートフォン・タブレットのいずれか

総合ボランティアセンター
TEL

3870-0061

FAX

3870-5900

地域に根ざした、人と人とをつなぐ活躍を紹介します。

ヨガでハッピーに！
ハピヨガ

得意技を活かした活動

運動指導が向いていると感じた青山
さん。雑誌でシニアヨガインストラ
クターを知り、「これだ！」と思った
とのこと。
毎回のヨガのプログラムもご自分
で作り、納得がいく内容ができるま
で何度も作り直すそうです。毎月
テーマを決めて、脳トレも取り入れ
て楽しく参加できるように工夫して
います。
「ハピヨガ」の名前には「ヨガを
してハッピーに！」との願いを込め
たもの。「終わったあとに『楽しかっ
た』『気持ちがよかった』と笑顔で
帰っていただけたら、ありがたいで
す。」と青山さんは言います。

ヨガのインストラクター資格を持
つ青山さん。その得意技を活かし
て、月に1回、総合ボランティアセン
ターでシニア向けのヨガ講座「活き
活きハッピー♪ハピヨガ」を開催し
ています。ハピヨガは椅子に座って
行えるヨガ。特別なマットもいらず
ポーズも軽減されるので、だれでも
気軽に楽しめるのが特長です。ゆっ
くりとした呼吸に合わせた動きで体
がほぐれるうえに、自律神経を整え
る効果もあるそうです。

気軽に楽しめると人気のヨガ
介護の仕事に携わる中で、自分は
講師の声に合わせてヨガのポーズ。椅子に座って無理なくできます。

皆さんも特技を活かして活動しませんか？

講座「得意・特技を活かした地域活動を始めよう！」を開催します。
日 時
会 場

11月6日（土）午後２時～午後４時
❶総合ボランティアセンター 足立区日ノ出町27-3-102

（UR日の出町団地3号棟1階）

❷NPO活動支援センター
足立区梅田七丁目13番1号
※オンライン参加も可能です。
お問い合わせ 足立区総合ボランティアセンター
申し込みは
TEL
3870-0061
こちらから
メール volunteer@adachisyakyo.jp
▲

「体が軽くなる」と人気。青山恭子さんの
「ハピヨガ」
講座。

I N F O R M A T I O N

Web求人求職相談・面接会を開催します！
足立区内の社会福祉法人による合同求人求職相談・面接会は、今年も新
型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、オンラインで開催いたします。会場
に足を運ばなくても、各法人のＰＲをご覧いただくことができますし、希望者
は各法人の担当者とオンラインで面接や相談をすることもできます。
無資格・未経験者も大歓迎！ 福祉のしごとに興味・関心をお持ちの皆様、
ぜひご参加ください！
日時
定員

10月21日

1時 ～ 午後4時

木 午後

福祉のまちづくりを推進するために
赤い羽根共同募金に
ご協力をお願いいたします。

受付期間

各法人のPR

60名（要事前申し込み・10月11日（月）まで）

（平日 午前９時～午後５時）

開催方法 オンライン会議ツールZoomによる開催
主催
共催
問い
合わせ

ハローワーク足立
足立区社会福祉協議会 企画経営課

3880-5740

TEL
平日午前9時～午後5時

FAX

オンライン
面接・相談

受付窓口
（足立社協
各拠点）

3880-5697

〒120-0011 足立区中央本町1-17-1
足立区社会福祉協議会 企画経営課

あなたの
ご意見・ご感想を
お待ちしています

64号（令和3年7月号）
「特集：求む！地域の子育てサポーター」を読んで…。

●ささえ愛のキャラクターがとてもか
わいらしく、応募させていただきまし
た。だいき&こえだが人という字にな
っており、お互いに支えあっていて、
わかりやすくとても良いキャラクター
だと感じました。
（足立区梅田 Tさん）
●毎号楽しみに、興味深く拝読して
います。ドッサリの内容で大 好きで
す。ありがとうございました。
（足立区本木南町 Sさん）

/４/

●地域の子育てサポートが充実する
といいですね。地域で子供食堂の応
援ボランティアをしていますが…。
（足立区佐野 Kさん）
●中田会長の逝去に対してとても残
念です。長年のご苦労に対し、心より
ご冥福をお祈りします。
「まちの根っ
こわーく」
『お手紙通信』がつなぐ絆
はコロナ禍の中、皆様（一人暮らし男
性）の事を案じ、色々工夫されている
事とても参考になりました。
（足立区梅島 Oさん） （原文掲載）

次回は 月１日発行予定です。

…………………

▲

クイズの応募先

声

○○○○○活用術

○○○○○に入ることばは？
ヒントは1面にあります。はがきまたはホーム
ページ専用フォームより、答え、住所、氏名、年
齢、感想を記入のうえ、お申し込みください。
抽選で30名様に、だいき＆こえだオリジナル
キャラクターグッズを差し上げます。11月30日
（火）当日消印有効。発表は発送をもってかえさ
せていただきます。

足立区役所南館１１階
西新井２－１１－４
千住仲町１９－３
梅島２－１－２０（NTTビル１階）
関原２－１０－１０
梅島３－２８－８
（こども支援センターげんき１階）
日ノ出町２７－３－１０２
（ＵＲ日の出町団地３号棟１階）

昨年（令和２年）度は皆様のご理解・ご協力により
５７，６２２円の募金をいただきありがとうございました。

申し込みはこちらから……………………………………
https://adachisyakyo.jp/afukushi2021/

ささえあいクイズ

①事務局
②あいあいサービスセンター
③権利擁護センターあだち
④基幹地域包括支援センター
⑤地域包括支援センター関原
⑥社協ヘルパーステーション
⑦総合ボランティアセンター

▲

申込方法

足立区社会福祉法人連絡会
足立区社会福祉協議会
東京都社会福祉協議会東京都福祉人材センター

１０月１日 金 ～１０月末まで

｜

足立社協の講座やイベント情報は、
毎月
「公社ニューストキメキ」（足立区全戸配布）
にも掲載しています。

じぶんの町を
良くするしくみ。

福 祉 のしごと

「あだち社協」
は、区民事務所や駅の情報スタンドなどに設置しております。
必要な方にはお近くの設置場所をご案内しています。 企画経営課 ＴＥＬ ３８８０ ５７４０

まちの根っこわーく
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