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あったかサポート利用会員

江村幸子さん

【健康のために】
●毎日3000歩以上
● 年に20回程、友人と釣り
に行く。

みんなで町会の活動目標を
立てたり話し合ったり
しているときは
「元気」
になります。

【健康のために】
●１日20～30分の犬の散
歩。欠かさず毎日続けて
います。
●楽しく笑顔で過ごすこと
！

演芸ボランティア

まりんこさん
（鈴木眞理子さん）

【健康のために】
●毎朝ラジオ体操
●人と会うときは大きな声で
挨拶
●顔面体操

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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社会福祉法人

【健康のために】
●入院中に始めたfacebook
頑張れのメッセージがいっぱい
来て元気が出ました。
●何にでも挑戦。
人生これから

芝崎尚平さん

第三合同10地区民生・児
童委員協議会長

川上重昭さん

渡辺淳三さん

赤ちゃんもお父さん・お母さんも
夢中になって紙芝居を
見てくださっていることが
うれしいです。

ラジオ体操連盟理事

ふれあいサロン
「劇団うめはる」

「ラジオ体操をしないと
調子が悪くなる」
と言われ
毎日開催することの
やりがいを感じました。

【健康のために】
●週３回のテニスサークル
● 一日三食、
食事をきちんと
摂ること
●一日一冊本を読んでいる

スタッキングの指導を
しているなかで、
元気な子どもたちと会えること

楡井忠夫さん

コロナ禍でも輝いている皆さんから
元気の秘けつや、心と体を健康に保つために

実践していることを教えていただきました。

【健康のために】
●お向かいの犬と朝の散歩
●食生活・運動

絆のあんしん協力員
スタッキング指導員

認知症の寸劇や
ダンスの練習を再開
月には発表の依頼があり、
頑張る気力が湧いてきました。

以前、
一緒に活動していた
布の絵本づくりの仲間と、
今は自分たちの楽しみとして
マスコットづくりや
パッチワークを続けています。
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【健康のために】
● 就 寝・起 床と食 事 時 間な
ど、規則正しい生活を心が
けています。

あいあいサポート協力会員

東海林やすこさん

私が来るのを楽しみに
待っていてくださる方がいること。
「お部屋がきれいになったワ！」
と
言ってくださったとき。

【健康のために】
● 毎日近所の公園でラジオ体
操をしています。

【あいあいサポートとは】

高齢者や障がい者の生活上の困
りごとをサポートする、住民主体の
支え合い活動です。日常の家事や
外出の支援を行う会員制の「あった
かサポート」と、ちょこっとした困り
ごとをお手伝いする
「ちょこっとサポ
ート」があります。
お問い合わせ
あいあいサービスセンター
TEL 3856-0274 FAX 3856-0299

特集

【生活支援員とは】

認知症や知的・精神障がい等で判断能力が十分で
ない利用者の方の生活を支える皆さんです（地域福
祉権利擁護事業）。権利擁護センターあだちの職員と
一緒に、福祉サービス利用のサポートや、日常的な金
銭管理をお手伝いします。
お問い合わせ
権利擁護センターあだち
TEL 5813-3551 FAX 5813-3550

【健康のために】
●人の喜ぶ笑顔が大好き。
外出の際は、挨拶しなが
ら近況を話し合ったり励ま
し合ったりしています。
●ウォーキング7000歩
絆のあんしん協力員

下山雄三さん

【健康のために】
●カメラを持ってまち散歩
● 花の移ろいで季節を感じ
たり日の出や雲の自然の
美しさから元気をもらって
います。

ベルモント公園で
ラジオ体操

西田百合子さん

【健康のために】
● 69歳から囲碁を始めまし
た。
● ベランダのフラワーガー
デン

/２/

ごみ集積所の清掃をしていると、
地域住民や業者さんに
「ありがとう」
と声を
かけてもらえます。

【健康のために】
●２週に１回のペースで孫に
会いに行くこと
●手洗い、
うがい

【健康のために】
●ボランティア活動
●草花・夏野菜の栽培
●趣味のダンス、
楽器など

栗原美紀子さん

ラジオ体操で
みんなのためになること
がうれしい。

長田弘さん

近隣の見守りや
介護サービスの案内
（見守りキーホルダーや
見守りシールの申請）
を
続けています。

絆のあんしん協力員

Bさん

生活支援員

【絆のあんしん協力員とは】

区に登録しているボランティアです。各地域包括支援
センターと協力し、高齢者に気を配り、気になる方に対
して日常的な見守り・声かけ活動などを行っています。

あいあいサポート利用会員

身近なことに関心を
持つようにしています。

【健康のために】
●パラリンピックのボランテ
ィア活動に参加。私にとっ
ては貴重な体験であり、
感動と元気をいただきま
した。

【健康のために】
●いつもニコニコ笑顔で接する
●感謝の気持ちを忘れない。

生活支援員の活動で、
次の目標を決めて
前へ進んでいるときなど、
元気を感じます。

小久保敏郎さん

本橋寿枝さん

生活費管理の支援をしている
ご高齢の利用者さんから
「新しい服が欲しい」
など、
意思表示があると
少しうれしくなります。

生活支援員

あいあいサポート協力会員

協力会員さんが来てくださると
元気が出ます。
ボランティア活動を
続けられていることに感謝！

白木秀子さん

お一人暮らしの方が
自分のことを自分で
なさっている姿を拝見して、
今後もお手伝いができれば
と願っています。

訪問をして
お話やお手伝いをして
帰るときには、
元気をもらっています。

あいあいサポート協力会員

絆のあんしん協力員

松沢信也さん

【健康のために】
●早寝早起き
●ラジオ体操
●散歩
●パークで筋トレ

瀧呑安子さん

【健康のために】
●テレビ体操、
ストレッチ、
一人オセロ
●エレベーターでお会いし
た人にはごあいさつ。

ふれあいサロン
「ぐらんぱ扇」

中川健治郎さん

【健康のために】
●毎日5000歩から7000歩、
腰
を伸ばし胸をはり、大地を足
の指でつかむように歩いてい
ます。

ふれあいサロン
「はればれサロン」

緒方邦子さん

【健康のために】
● ストレッチ運動を週１回
行っています。

保育クラブの子どもたちと
電話で話ができています。
三つ子の３人で受話器を
取り合いしてくれます。
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ふれあいサロン
「虹の会」

下川満智子さん

【健康のために】
●自分仕様の運動メニューを作
って実戦しています。
● 77歳でも受験できる勉強を
始めました。

【健康のために】
●足立区中をくまなくウォー
キ ング 。大 好 き な 植 物 、
犬、鳥たちの四季折々の
自然の変化が味わえます。

田山ヒロ子さん

【健康のために】
●区の
「はつらつ教室」や「パ
ークで筋トレ」に参加して
います。
●一日7000歩歩きます。

ボランティアグループ
COCOR♡

柳川真澄さん

【健康のために】
● 家でごろごろしないで必
ず毎日外出することを心
がけています。
●一日一万歩が目標

通院をサポートしている方の
楽しそうに会話する姿から
私が元気をもらっています。

板部裕子さん

ハピヨガ講座をお手伝い。
ボランティア活動は
私のパワースポットです。

個人登録ボランティア

ふれあいサロン
「みんなのおうち」

/３/

【ふれあいサロンとは】

高齢者、障がい者、子育て世代の居場
所づくり、仲間づくりや孤立防止を目的
とした住民の自主的、自発的な活動で
す。足立社協が活動を支援しています。
お問い合わせ
地域福祉課 TEL 6807-2460
FAX 5681-3374

「今この一瞬を楽しむ」
ことの天才である
ろう重複障がい児・者の仲間たちから
元気をもらっている幸せ者です。

フレイル予防に
「リトミック体操」
を月１回開催。
〜 人の参加者がありました。
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保育園での
子どもの見守り遊び、
工作など教わることばかりで、
気持ちの上、また体力的にも
若返りました。

ふれあいサロン
「たんぽぽ」代表

今日まで元気でいられるのは
ボランティア活動の
おかげだと思っています。

【健康のために】
● 午前中はウォーキング、農園
での野菜作り、庭の手入れ
●午後はパッチワークやパズル
●入浴後はストレッチ

皆さんに安否確認の
電話をしています。
「元気です」
の明るい声にほっとして
逆に元気をもらっています。

佐藤啓子さん

岡田スミ子さん

【健康のために】
●就寝前の体操
● 嚥下力を高めるため、
１日１回
ガムをかむ。

自分ひとりで企画して
実行しようとすると
必ず協力者に恵まれることに
元気をもらいます。

ユリノキでは運動のあと
ウォーキングをしています。
私の気づかない植物や野鳥との
新しい出会いに幸せを感じます。

ふれあいサロン
「ユリノキ」

ふれあいサロン
「むつみ会」

ボランティアグループ
「ホーピング」代表

梨本惠子さん

【健康のために】
●食事の栄養バランス
● 一日の終わりには涙も笑
顔に変えられるように、笑
います。

【ボランティアグループとは】

総合ボランティアセンターに登録され
ているグループです。
お問い合わせ
総合ボランティアセンター
TEL 3870-0061 FAX 3870-5900

「あだちのまちってどんなまち？」、
「どんな人がいるの？」、
「どんな活動があるの？」
そんな、あだちのことをもっと知りたい方に向けて、私たちささえあい
リポーター（12名）がまちの魅力を伝えます。伝えたい気持ちはマックス！
取材で皆さんのところにお邪魔した際には、よろしくお願いします。

私たち、
さ さ え あ いリポ ー タ ー が
ま ち の 魅 力 を 伝 えま す 。

リポートを
ご覧ください

神戸明さん

I N F O R M A T I O N

小原和行さん

令和３年12月事業開始

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業

住宅支援資金のご案内

●児童扶養手当の支給を受けている方
●親子支援課が実施する母子・父子自立支援プログラムの
策定を受けて、自立を目指している方
貸付額
住宅支援資金 月額40,000円以内 上限12か月
貸付利率
無利子（保証人不要）
償還期間
５年（60か月）以内
返済について 貸付契約を解除したとき、貸付終了後１年が経過したときに
月賦により返済
その他
貸付資金の申し込みに必要な書類についてや、返済の免除
についてなどの詳細は生活支援課にお問い合わせください。
貸付対象者

今年も１２月１日から歳末たすけあい運動を実施します。
昨年は皆様のご理解、ご協力により８，６６２，９６７円の募金を
いただき、ありがとうございました。
皆様からいただきました募金は、歳末に実施する遺児見舞事業
や、翌年度に実施する地域の福祉活動を推進するための事業に配分
させていただく予定です。

募金方法【一般募金】

問い合わせ

1 社会福祉協議会の窓口での受付

募金期間中の、平日午前９時～午後５時までの間、社会福祉協議会（足立区役所
南館１１階）で受け付けております。
2 金融機関によるお振込

お振込いただく際には、下記口座にお振り込みください。
「足立成和信用金庫 本店 普通預金 口座番号３８２２７７
口座名 社会福祉協議会（シャカイフクシキョウギカイ）」
※募金受付期間中は、足立成和信用金庫各支店窓口備え付けの専用振込用紙
でお振込みとなります。振込手数料は足立成和信用金庫様のご厚意により、
無料となっております。
（窓口受付時間 平日午前９時～午後３時）
3 スマホ決済（キャッシュレス募金）

社会福祉協議会 生活支援課 TEL03-3880-5740 FAX03-3880-5697
平日 午前9時～午後5時

ささえあいクイズ

○○が出る掲示板

○○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。１月３１日
（月）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。

…………………

〒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

町会・自治会募金

区内各町会・自治会様からも、回覧募金などにより、毎年多大なご協力をいただ
いております。
問い合わせ

社会福祉協議会 総務課 TEL03-3880-5740 FAX03-3880-5697
平日 午前9時～午後5時

/４/

声

65号（令和3年10月号）
「特集：adachi流オンライン活用術」を読んで…。

●毎号、楽しみに拝見しています。オ
ンラインの活用で視野が広がりそう
ですね。私もチャレンジしたくなりま
した。ありがとうございました。
（足
立区本木南町 Sさん）

●いろいろな事に挑戦して頑張って
いるのだなと思いました。又これから
も足立区が発展して行くのを望みま
す。
（足立区千住河原町 I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

あなたの
ご意見・ご感想を
お待ちしています

▲

auPAYアプリから二次元バーコードを使用し決済ください。
※スマホ決済でいただいた募金は、領収書の発行はできません。
また、税額控除の対象にはなりませんのでご了承ください。
※スマホ決済はauPAYアプリからのみ募金いただけます。au以
外の携帯会社からもアプリをインストールし、募金いただけます。

｜

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。

歳末たすけあい運動に
募金受付期間
ご協力を！ 12/1～12/28

杉浦啓之さん

地域で活躍している
魅力ある方々を発掘して
紹介したい。

宮内章雄さん

あだちの良いところを
もっと知って欲しい。

富田大助さん

公式
facebook

メディアごとの特性、
テーマやコンセプトを
考えたレポートが目標。

川島幸子さん

▲

上野利恵さん

ささえあい
ブログ

「自分には無理、できない」
ではなくて、
学ぶことから始めたい。

北千住はテレビドラマの
ロケ地にもなるまち。
まちの魅力を紹介したい。

田中正信さん

「取材してもらって良かった」
と言ってもらえるような
リポートをしたい。

荒川河川敷が
人気の散歩＆
デートスポットに
なるように仕掛けたい。

はじめて取材した
リズム体操のリポートは、
私自身も元気をもらって
素晴らしい体験でした。

Aさん

決して誇張することなく
私自身感じたことを
ありのままリポートしたい。

地域福祉課 TEL03-6807-2460

問い合わせ

………

「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

ささえあいトピックス
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