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公益財団法人

第28回 福祉講演会

調布ゆうあい福祉公社

食でつながる憩いの場
〜ただいまと帰るみんなの「家」
〜
キートスは子ども・若者たちが、いつでも気軽に安心して帰れる、家のような場所です。
食事を通じて地域でできること、一緒に考えてみませんか。
しら

講

師

はた

ま

き

白旗 眞生

氏

ＮＰＯ法人
青少年の居場所Kiitos

日 時

平成 29 年 8 月 19 日（土）

会

調布市文化会館たづくり12階

場

代表

午後1時30分〜午後3時（開場は午後1時より）
大会議場

申込み （公財）調布ゆうあい福祉公社 〒182-0022調布市国領町3ー8ー1

TEL：042-481-7711

定

員

FAX：042-483-4378

200名（申込み順、参加費無料） 手話通訳・要約筆記もあります。

プロフィール 1949
（昭和 24）
年、山形県酒田市生まれ。
国立音楽大学卒業。
卒業後、
自宅で
ピアノ教室を開き、障がいのある子どもたちと多く出会う。
こうした子どもたちと関わるには専
門的な知識が必要と考え、47 歳で心理学を学ぶため大学に再入学。
その後、民生児童委員や発
達障がいの生徒の介助員、中高生世代の児童館
「青少年ステーション CAPS」
のカウンセラーを
経て、2010
（平成 22）
年に青少年の居場所 Kiitos 設立。
キートスとは、フィンランド語で、
「あり
がとう」
の意味。
キートスの活動は、
NHK 総合の番組で紹介されました。
主

催 （公財）
調布ゆうあい福祉公社

共

催 国際ソロプチミスト東京ｰ調布

後

援

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

カ

研
修 認知症サポーター養成講座のご案内

フェ

だれでもカフェこくりょうのご案内

日 平成２9年8月27日
■
（日）午前10時〜午前11時30分

日 平成29年8月27日
■
（日）正午〜午後3時

所（公財）
■
調布ゆうあい福祉公社 国領町３−８−１
内 認知症について正しい知識や理解を深めていただく講座です。
■
受講者には認知症サポーターの目印として「オレンジリング」を
授与します。
講 キャラバン・
メイト
（調布ゆうあい福祉公社職員など）
■
定
費 無料
■ 40名（申込み順） ■
主・■
申・■
問 (公財）
■
調布ゆうあい福祉公社、
ぜひ
調布市地域包括支援センターゆうあい
☎０４２−４８１−７７１１
（午前９時〜午後5時） ご参加
共 こくりょう
・みんなの広場（地区協議会）
■
ください

所（公財）
■
調布ゆうあい福祉公社 国領町３−８−１
対 家族介護者、
■
介護について関心がある方
内 国領駅から徒歩５分、
■
気軽に立ち寄れる、
地域の居場所です。認知
症や介護について相談したい、
話したい、
聞いてほしい、
など、
ちょこ
っと立ち寄ってみませんか？
費 １００円
（ドリンク・クッキー）
■
ランチ希望の方 ６００円（要予約：開催日の８日前まで）
申
問（公財）
調布ゆうあい福祉公社
■・■
☎042−４８１−７７１１
（午前９時〜午後5時）

調布ゆうあい福祉公社とは…
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。 （公社の事業については中面をご覧ください。）
凡例 ■
日 →日時

所 →会場・場所 ■
対 →対象 ■
内 →内容
■

講 →講師 ■
定 →定員 ■
費 →費用 ■
主 →主催 ■
共 →共催 ■
申 →申込み ■
問→問い合わせ
■

調布市の高齢者等を支える

下記のほか、住民参加型事業、居宅介護支援事業・介護予防支援事業、訪問介護事業、
調布市地域包括支援センターゆうあい事業を実施しています。

調布市国領高齢者在宅サービスセンター
介護予防通所介護、通所介護、認知症対応型通所介護
○対象者：調布市内にお住まいの介護保険
（要支援・要
介護）
認定、又は基本チェックリストの判定を
受けている方。
○実施日：月曜日から土曜日（祝日も営業）
（12月29日〜1月3日は除く）
○食 事：昼食とおやつは栄養バランスのとれた
手作りです。
○主なプログラム：転倒予防体操、趣味活動等
○季節のプログラム：新年会・お花見・ミニ運動会
夏祭り・敬老会・作品展・忘年会等
○入 浴：ご希望の方はご相談下さい。

一日の流れ
①お迎え

②転倒予防体操

③昼食

介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）
調布市基準による通所型サービスを
提供しています。
対象者：①要支援認定を受けた方

②65 歳以上の方で、基本チェックリストにより、事
業の対象となった方

開催日：金曜日
内
特

週1回午前9時〜午後12時10分
（送迎なし）

容：運動に特化した機能訓練プログラム

徴：理学療法士の助言により計画されたプログラムに参

加し、
評価表でチェックしながら効果的に介護予防が
できます。

④趣味活動等
⑤「ありがとう
ございました」

利用・見学についてはお電話にてご相談下さい。

国領町3-8-1☎042-481-7711

入間町地域密着型 認知症デイサービス「ぷちぽあん」
『仲間がいる、
話し相手がいる。雑木林につつまれた木造りのぷちぽあんで、
ゆったりと楽しい一日が過ぎていく』
（ぷちぽあんの大切なもの）
○対象者：調布市内にお住まいの認知症の診
断を受け、かつ介護保険（要支援・
要介護）認定を受けた方。
（送迎範囲
がありますのでご相談ください）
○実施日：月曜日から金曜日
（祝日も営業）
（12月29日〜1月3日は除く）
外観
テラスからの風景
○食 事：昼食とおやつは栄養バランス
（施設というより、家のような雰囲気です） （新緑や紅葉を楽しむことができ、
冬は
富士山を望むことができます）
のとれた手作りです。
○主なプログラム：
〈午前〉
体操・散歩等
〈午後〉
趣味活動等
○入 浴：ご希望の方はご相談ください。
利用・見学についてはお電話にてご相談下さい。 体操

入間町3-22-5☎03-3483-1681

（午前中、
全身体操で
身体をほぐします）

音楽療法

ドッグセラピー

セラピー犬が
（月に4回、
フルート演奏に （月に1回、
合わせ懐かしい歌を楽し 遊びに来てくれます）
みます）

食を通じて地域に広がる支えあいの輪
調布ゆうあい福祉公社の食事サービスの担い手である協力会員活動の経験を活かし、“食”を通じて地域で活躍さ
れている方々が増え、会食をしながら憩える場が地域に広がっています。そのご様子を紹介します。

ひだまり菊野台
調布市社会福祉協議会の助成を受
け菊野台2丁目で開催しているひだま
りサロンです。公社食事サービスの調
理活動を14年間続けてこられた澤田
康子さんがご自宅を開放しにぎやかに
開催しています。平成19年から開始し、
10年間一度も休んだことがありません。
●開催日時：毎月第4木曜日 午前11時30分〜午後2時30分
主催者の澤田さんの声
毎月あるから、健康でないといけない。
休んでいられない。ゆうあいで1４年間、
調理場で経験したことが活かされていま
す。
参加者の声

公社の低栄養予防事業に参加した時
スタッフの皆様
に澤田さんと知り合ったことがきっかけ。
澤田さんはとても明るくていい人だから雰囲気がいい。
だから10年間住まいが少し遠いけど、バスなど使いながら参加している。
チームワークでおもてなし
8人のスタッフさんは開始当初からほぼ変わらず同じメンバーで意気もあ
っています。それぞれの役割を持って参加。歌にあわせ少し運動してから、食
事開始。当日、持ち寄った食材など献立を説明します。実際に遭遇した、電話
詐欺の体験談を紹介したりその月に誕生日を迎えた方をお祝いします。おや
つの後、季節の歌を皆で唱和する等、盛り沢山です。協力会員の山崎早智子
さん、四家綾子さんも活躍されています。
訪問して
澤田さんと20年来の知り合いの方は、電車で20分かけて遠方から参加。
その理由は…、8名のボランティアさんが、心のこもった美味しい手作りのお
食事でお迎えし、参加した方は居心地のよさに包まれ、笑顔であふれていま
した。喜んで集い、和やかに過ごせる場所だからかもしれません。

ひだまりぷちぽあん
調布市社会福祉協議会の助成
を受け入間町3丁目で開催してい
るひだまりサロンです。平成20年か
ら開始し、今年で9年目になります。
公 社 の 認 知 症デイサービスの
「ぷちぽあん」の場所で、長年公社
の協力会員活動に携わってくださ
っている公社理事の畠山敏子さん、調理で活躍された杉本満子さん、内田
千恵さん、ホームヘルプ活動をしている松本順子さんが、
スタッフとして参
加しています。公社で調理した食事をみなさんで会食します。
●開催日時：毎月第２土曜日 午前11時〜午後2時
主催者の畠山さんの声
参加者の方から、
「 1人で家にいると、話をすることがない。声
を出すことがない。声が以前と比べ変わっていった。」
という話
があり、皆で本を音読してみてはどうかという話になりました。
古典を毎月、音読します。参加者の方から思いがけず地域の
郷土史を教えてもらえることなどもあり面白いです。興味の
ある方は、是非参加をお待ちしております。
スタッフさんも募集しています。

スタッフの協力会員さんの声
開設当初から参加者はほとんど、変
わらず顔なじみの間柄です。近県の
老人ホームに入居された今も、みな
さんの顔が見たくて毎回いらしてい
る参加者の方もいます。
訪問して
みなさんで、古典朗読やお食事、青
スタッフの皆様
春時代の歌を歌ったり、健康のこと
や最近あった出来事についておしゃべりするなど、楽しい時間を過ごせます。
参加する側と迎える側が分け隔てなく、楽しく過ごしていらっしゃり、公社が
目指す
「あたたかい地域づくり」の一端を垣間見る思いがしました。

こくりょう子ども食堂わいわい
平 成 2 9 年４月から第４土 曜日に、
公社の近くの都営調布くすのきアパ
ートの一画で始まりました。主催は「こ
くりょう子ども食堂わいわいプロジェ
クト」16名の皆さんです。
●開催日時：毎月第4土曜日
午前11時30分〜午後1時
このプロジェクトは、平成28年４月
から住民の有志の方を中心に始まり
ました。代表の嶋田浩一さん（ＮＰＯ法人 ちょうふの風）は「子どもと保
護者が、たくさん来てくれています。居場所になれば良いと思っています。
子どもたちが、私のことを
『食堂のおじさんだ』
と声をかけてくれるように
もなりました。
ちょうふの風は『障がいを持つ子どもたちの福祉施設』
です。
食堂をきっかけに子どもたちが、ちょうふの風に通っている子どもたちと
遊んでいる姿を見て嬉しく思います」
「３回目になり、毎回、課題が見つか
ります。プロジェクトのメンバーと相談していくことが大切です」
とお話し
ていました。プロジェクトメンバーの一人の宇治和子さんは「一人ではで
きないけど、協力してくれるみんながいるからできる」
とお話しされていま
す。
また、
プロジェクトのメンバーの他にも、商店街等の地域の理解があり、
住民や社会福祉協議会をはじめ関係機関の方が参加・協力して開催さ
れています。副代表の公社の協力会員、大下潮美さんは「子どもを対象と
した調理活動（協力会員活動）
をしてきて、子どもたちの食事は大切と思
っていたので参加できて嬉しい」
とお話されています。
公社では長年、住民参加型事業で食事サービスを児童・障がい・高齢
の方々に提供してまいりました。長年、協力会員より多世代に向けた食事
の提供をしてみたいという希望があり、プロジェクトに参加させていただ
き実現できました。公社職員はプロジェクトのメンバーとして、
これまで食
事サービスで培った衛生管理等の専門的なノウハウを活かしこれからも
貢献していきます。
プロジェクトでは、ボランティアスタッフ・寄附の募集もしていますので、
何かありましたら代表 嶋田さん☎042−444−5514（ＮＰＯ法人 ちょ
うふの風内）へ連絡してください。
※調布市より平成27年度から28年度まで公社が受託していた、生活支援体制整備事業第1
層生活支援コーディネーターが、平成28年５月から
「活躍の場」の一つとして、
この「こくりょう
子ども食堂」
の立ち上げにかかわってきました。平成28年度生活支援体制整備事業の報告書
については、市のホームページをご覧ください
（http://www.city.chofu.tokyo.jp/）

菊 1 丁目ランチの会
主催者の中島さんは、公社食事サ
ービスの調理、配達活動の両方を今
も続けておられます。
ご自宅を開放し、
サロンを開くことは、かねてから想い
描いていましたが、昨年になり、条件
が整い、満を持してオープンしました。
協力会員の塩崎邦子さん、守田なが子さん、内田千恵さん、山口由美子さ
んがスタッフとして参加されています。
●開催日時：毎月第2金曜日 午前11時30分〜午後2時
主催者の中島さんの声
平成29年６月は会を始めて10回目となります。
月に１回ですが、利用さ
れる皆さんがこの会を楽しみにして下さっていることを感じてうれしく思
います。

スタッフの協力会員さんの声
同じ協力会員の中島さんが自
宅を開放して「地域の方に恩返し
をしたい」と行動を起こしたため、
何か自分達でもできることがあれ
ば手伝いたいと思いました。
地域の高齢の方達が来訪され
た時に元気がなさそうでも、みな
さんで食事をすると食欲も出て会
スタッフの皆様
話が弾み元気が出てくる。少し狭
くても食卓を囲んで食事をすることの大事さを感じています。
自分達もこの
会のために体調を整え、健康でいられます。

住民参加型事業「会員制度」とは
担当相談員
訪問

利用の相談
（電話）

サービス
開始

（サービス
受付・調整）

定期訪問
（日常生活
相談など）

「市民相互の支え合い」を基本とした会員制度により、
在宅福
祉サービス（有料）を提供しています。協力会員（有償ボラン
ティア）が担い手となり、
支援を行っています。家事支援（掃除、
調理、
庭の手入れなど）、
お弁当の調理・配達の活動に参加し
てみたいと思われる方は、
公社までご連絡下さい。
●対 象
（利用会員）
調布市内にお住まいの概ね65歳以上の方や心身に障がいのある方、
病気療養中の方やひとり親家庭の方及び、
産前産後の方。

ホームヘルプサービス
（家事支援等）
掃除、調理、外出支援、庭
の手入れ等、
自立した生
活を送るために必要な支
援を行っています。

○利用時間

午前9時〜午後5時
（日・祝日は除く）

○利用料

1時間800円
時間外は1時間150円割増

食事サービス
（お弁当の調理・配達）
栄養のバランスを考え、季節の旬の食
材を取り入れた手づくりの食事を配達
し、
見守りを行っています。

朝のウェルカムドリンクの準備や片付
け、
また午後のひとときにお話し相手
や陶芸・カラオケのレクリエーションの
補助などを行って下さるボランティア
を募集しています。

調布市国領高齢者在宅サービスセンター
問 ☎042-481-7711
■
国領町3-8-1
入間町地域密着型デイサービス「ぷちぽあん」
問 ☎03-3483-1681
入間町3-22-5 ■

空いている時間に、
ボランティアをして
みませんか
調布市福祉人材育成センター介護職員
初任者研修(旧ホームヘルパー２級養成研修)

受講生募集

●1食750円 ●365日／昼・夕
※利用料は消費税込みの価格です。

協力会員

ボランティア募集

サービス実施

利用会員
利用料・支払い

賛助会員

訪問

︵ ソーシャルワーカー︶

活動の報告・活動費請求

活動のサポート・活動費支払い

支え合い
金品援助

調布ゆうあい福祉公社
補助（支援）

介護の仕事をする方の入門資格です。介護職として働くう
えで必要な知識と技術を習得することができます。経験豊富
な講師陣が丁寧に指導します。※ゆうあい福祉公社からも講
師を派遣しております。
日 平成２９年８月３０日(水）〜１１月２０日(月）のうち
■
２８日間(実習２日含む)
対 市内在住・在勤で全日程通学可能な方、
■
市内で介護職員
として就労希望の方
定 申込み順２０名
■
費 １６,４８０円（消費税、
■
テキスト代含む）
申・■
問 ８月２１日（月）
■
までに調布市福祉人材育成センター
（調布市こころの健康支援センター内） ☎042-452-8180

調布市
会費
利用会員 月1,000円
協力会員 月 100円

問い合わせ

年1回まとめて
個人一口 1,000円
団体一口 10,000円

賛助会員

☎042-481-7711

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）
☎042−４４３−６６８１
※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。

