
市民相互の助け合いと自立支援のための質の高い
サービスの提供を通じて、あたたかい地域づくりを目
指し、様々な在宅サービス事業を行っています。住み
慣れた地域で安心して生活をつ
づけられるようサポートし、利用者
の尊厳を守り、その人らしい生活
を支援します。

（公財）調布ゆうあい福祉公社  

TEL：042(481)7711 
FAX：042(483)4378

広告掲載の申込み：（株）ウィード：広告代理店（多摩川５－９－４ インペリアル京王多摩川フラット１０３号）TEL042（４４３）６６８１
※広告料収入は「広報紙　ゆうあい」の印刷製本費の一部に充当しています。　※広告の内容は、公社が推奨等をするものではありません。

第29回 福祉講演会

調布市グリーンホール 小ホール
（小島町2-47-1）　

早稲田大学人間科学学術院教授
加瀬　裕子  氏

日　時

会　場

講　師

200名（申込順、参加費無料）

調布市、調布市医師会、調布市自治会連合協議会、調布市老人クラブ連合会
調布市民生児童委員協議会、調布市社会福祉協議会、多摩南部成年後見センター

主　催

共　催
後　援

申込み

定　員

平成30年12月9日（日）
午後2時30分～午後4時

調布市国領町３－８－１　TEL 042（481）7711　FAX 042（483）4378　http://www.chofu-yu-ai.or.jp/
平成30年11月1日

広 報 紙 17号

（公財）調布ゆうあい福祉公社
国際ソロプチミスト東京―調布

手話通訳・要約筆記もあります

お 知 ら せ
調布ゆうあい福祉公社公開講座 認知症サポーターフォローアップ講座

ファシリテーター：社会福祉法人　浴風会　
認知症介護研究・研修東京センター　副センター長　
佐藤　信人氏 
報告者：調布市内で認知症カフェを運営する方たち

第一線で消費生活相談の
経験をもつ相談員など

講　師
プロフィール

■日→日時　■所→会場・場所　■対→対象　■内→内容　■定→定員　■■費→費用　■申→申込み　■問→問い合わせ　凡例

公 益 財 団 法 人 調 布 ゆ う あ い 福 祉 公 社

調布ゆうあい福祉公社とは…

30周年寄稿文

市民相互の助け合い
～支えあえる地域を目指して～

公益財団法人調布ゆうあい福祉公社設立30周年記念講演

■日  平成 31年 1月18日( 金 ) 
     午後 1時～2時 30分
■所 調布市市民プラザあくろす3階　ホール1
■内 高齢者を狙う悪質商法の手口と対処法、
    見守りのポイント、被害発見時の対応等を学びます。
■定 30 名（申込順）
■費　無料
■申・■問　（公財）調布ゆうあい福祉公社　
           TEL：０４２（４８１）７７１１
　　　（午前９時～午後 5時）

■日  平成 31年 2月2日( 土 ) 
　　午前 10時～ 11時 30分
■所 調布市文化会館たづくり　12階大会議場
■内 認知症サポーターが活躍できる場のひとつである『認知症
カフェ』について理解を深めます。
■対　認知症サポーター養成講座を受講したことのある方
■定 200 名（申込順）
■費　無料
■申・■問　（公財）調布ゆうあい福祉公社　
           TEL：０４２（４８１）７７１１（午前９時～午後 5時）

東京都高齢者
見守り人材向け講座

～認知症カフェを実践の契機に～

認知症サポーターの
活躍の場について

ひろ　  こ

【専門】高齢者福祉
【学歴】1976年日本社会事業大学社会福祉学部卒業　
　　　1979年日本女子大学大学院博士課程前期修了　
　　　2013年早稲田大学において博士(人間科学)取得
【職歴】日本社会事業学校専任教員、桜美林大学経営政策学部助教授、
　　　桜美林大学経営政策学部教授を経て、2004年から現職

か　　　せ

普段は元気に過ごしていても、思わぬケガや病気で、
ちょっと手伝って欲しいときに頼める人がいなくて困ったことは
ありませんか？これからの地域の助け合いについて考えます。

ゆうあいと私

　今から30年前のある日のこと、朝刊の
武蔵野版を開くと「調布」という文字が目
に飛び込んできました。調布市では在宅福
祉事業団（後のゆうあい福祉公社）を設立
し、主婦の空いた時間を高齢者のために、
というキャッチフレーズで住民参加型有償
ボランティアを募集していました。調布市
はいいことを始めたなと思いつつもその
時は、新聞を閉じてしまいました。気になり
ながら1年半が過ぎ、近くで地域説明会が

調布ゆうあい福祉公社の主旨に賛同し、支援していただける個人や団体
の皆様より、ご寄附、賛助会員の登録を受け付けております。ご支援、ご協
力をよろしくお願い申し上げます。寄附金のほか、タオルや、シーツなど。
【賛助会員：個人1口1,000円～　団体１口10,000円～】
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支え合い支え合い

調布ゆうあい福祉公社

調布市

あると知り出掛けました。活動している方
の体験談を聞き私も掃除、洗濯、買い物く
らいなら、と協力会員に登録しました。会
員番号は171番、私の前に既に170名の
方が活動しているということに驚き、焦り
と後悔？の気持ちを持ったものです。あの
時すぐに駆けつけていたらせめて2桁の
若い番号がもらえただろうにと。協力会員
研修会で胸の名札の番号の1桁2桁の方
を見つけた時は眩しい思いでお声掛けし
たものです。訪問するお宅も1軒2軒と増
え、それぞれのニーズに合わせてヘルプ
し、沢山の素敵な利用者さんとの出会い
がありました。ある独り暮らしのお宅で、
真っ先に廊下の電球の交換を頼まれ、お易
い御用とばかり踏み台に上がって取替え
たところ「あーこれで夜中も安心してトイレ
に行ける！」と本当に喜んでくださったので
す。電球１つでこんなに喜んでいただける
とは！必要としている方への援助の大切さ
を強く感じた出来事でした。折しもゆうあ
いでは住民参加型ではない本職のホーム
ヘルパーを擁する訪問介護事業を開始す
る準備をしており、電球交換の件で意義あ
る職業と感じた私は平成6年にプロのヘル
パーを目ざし応募しました。こちらは晴れ
て一期生！張り切りました。すぐにヘルパー

2級講座を茗荷谷にある都の研修センタ
ーで受講。神津島から役場の職員も受講
に来ていました。介護実習を終えたとはい
え、技術未熟なまま援助に入り、モタモタ
して利用者さんににらまれたことも。本当
に申し訳なく今でも夢に見ます。平成12
年に介護保険制度がスタートし、介護の分
野は大きく変化しました。この変化の流れ
を従事する側から実地に見ることが出来
ました。退職後3年ばかり母の介護をし、
仕事で得たスキルが役に立ち、これもうれ
しいおまけでした。今はまた、初心に戻り
協力会員として2人の利用者さんのほん
の少しのお手伝いと、月1度の“だれでもカ
フェこくりょう”のボランティアをさせてい
ただいてます。
　花の40代だった我々仲間達も、会うと
今は孫の話で持ち切り、30年の重みを感
じます。
　近い将来、私も段階的に、電球交換等で
は“ちょこっとさん”、家事援助等では協力
会員さん、そして食事サービス、デイサー
ビス、とゆうあいにお世話になること必
至。その時はどうぞよろしくお願いいたし
ます。
　♪ゆうあい福祉公社30周年に乾杯！♪

……………協力会員　茨城　美根子さん



厨房の片づけや洗浄

家庭的で栄養バランスのとれ
た

手作りのお弁当を作っていま
す

運転や横に同乗して
お弁当を配達

庭のお手入れ

日常のそうじ・洗濯

協力会員を
募集しています

調理や盛り付け

（公財）調布ゆうあい福祉公社　住民参加推進係　TEL：042（481）7711

ミーティング（活動準備）

配達ルートの確認

回収したお弁当箱を洗浄へ

家事
手伝い
など

食事
配達
など

調理
など

支えあえる地域を目指して
、

あなたの力が必要です。

http://www.chofu-yu-ai.or.jp/

心身ともに健康な18歳以上の方で、社会福祉、
地域福祉に関心があり、熱意をもってサービス
を提供できる方。性別、住所(市内・市外)、資格は
問いません。サービス提供に必要な研修をゆう
あい福祉公社で行います。
会費：月100円　　謝礼：1時間当たり800円

　今年の冬に体調を崩し、食事をしても美
味しいと感じることがありませんでした。公
社のお弁当は3月から始めました。初日に
入っていた煮豆が、幼い頃に母が作ってく
れた味にそっくりで、懐かしい気持ちになり
ました。おかげさまで食欲も戻
り、配達の方にも親切にしてい
ただき、美味しい食事が届くの
をいつも楽しみにしています。

　元配達ボランティアの方から面白いから
行ってみなよと誘われて食事配達を始めま
した。週に１回２時間、お弁当をお届けす
る時に利用者さんとお話をすると元気をも
らえます。ゆうあいで活動する仲間からは
カメラ、バスケット、絵、山登りのことな
どいろいろ教えていただきました。有償ボ
ランティアなので、学生さんでも授業の合
間に地域の助け合いができるのでおすす
めです！　　

空いてる時間・自
分にできることで、
誰かの役に立てる
ことがあります。

　大菊さんの活動
（昼食の配達）

1日1時間～、
週１日～でも
会員になれます。

登録は277人！
平成30年9月末現在

①■日  １１月２１日（水）
　　　午前１０時～１１時３０分
　■所 調布ゆうあい福祉公社

②■日  １１月３０日（金）
　　　午後１時３０分～３時
　■所 地域包括支援センター仙川
　　 コミュニティサロン（若葉町２－２２－２）

お弁当を
車へ積み込み・出発

10:45

利用会員へお届け

配達終了12:15

活動終了

10:10

10:00

11:20

訪問訪問

職員・協力会員と作業の確認

川原﨑さんのメッセージ
　草取りは終了した後の達成感!これがいい
んです!やめられませんね～。活動で出会っ
た人とお話しするのも、この活動の楽しみの
ひとつです。
根本さんのメッセージ
　川原﨑さんは80代の模範となるような
若々しい人。私も70代の模範となるよう、ス
トレッチなど日々の体操で体を作って、ゆう
あいの活動を続けています。

草取り開始草取り開始

草取り終了草取り終了

ミーティング（活動準備）

8:30 昼食の調理開始

　義母と同居していたため、やがてくる
であろう介護のことを考えたとき、協力
会員で公社にいれば、介護に関する情
報が自然と入ってくるだろう、という思
いで会員になりました。おかげさまで安
心して母を見送ることができ、今は恩返
しの気持ちで活動を続けています。

中島 弘子さん（60代）
協力会員歴２３年

右：川原﨑 昭さん（83）
　　　協力会員歴１８年
左：根本 繁さん（77）
　　　協力会員歴７年

10:45

12:00

コンテナに詰めて
配達者へ渡す

夕食の準備・配達から
戻ったお弁当箱の洗浄

12:30 活動終了

寺下　由記江さん（70代）利用会員の声
大菊 健太さん（３６）
協力会員歴2年

11:30 活動終了活動終了

範囲が広いときは二人体制でお
こないます。本日はおなじみの
根本さんとペアです。

報告書を記入して終了です

HP 検索

～調布ゆうあい福祉公社　協力会員募集説明会～

地域福祉にたずさわる
【ゆうあいの協力会員】として
一緒に活躍しませんか。

20代から80代の元気な方が
活躍されています。

協力
会員

　中島さんの活動
（昼食の調理）

協力
会員

　川原﨑さんの活動
（草取りのホームヘルプ）

協力
会員

調布ゆうあい

※事前に電話でお申し込みください。
　ご都合がつかない場合は、個別に日程を調整させて頂きます。お気軽にご相談ください。




