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コロナ禍を乗り越えて共生社会へ
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1．寄付金の使途
共生社会を推進するため、助け合い活動の支援に活用させていただきます。
助成の対象は、地域で暮らす人同士の助け合い活動であり、新たに団体を設
立する場合のほか、新たに活動を広げる場合やコロナ禍に対応して特別な助け
合い活動を行う場合も含みます。
高齢者、子ども、認知症、障がい、生活困窮の方々、刑余者、外国人、ケア
ラーの支援ほか、分野は問いません。ただし、日本国内の活動に限ります。
本基金は、支援したい市区町村（区は東京都の特別区）をご指定いただけます。
2．税制上の優遇措置
当財団にいただいたご寄付は、税制上の優遇措置の対象となります（当財団
発行の領収証が必要となります）
。
3．ご寄付の方法
（1）銀行振込によるご寄付
三 井 住 友 銀 行 浜松町支店 （普通） 口座番号 7859452
三菱ＵＦＪ銀行 浜松町支店 （普通） 口座番号 0095446
（口座名義 ※いずれも同様）
公益財団法人さわやか福祉財団 地域助け合い基金
※銀行お振り込みの場合は、送金者の情報がカタカナ表記のお名前のみとなるため、
当財団発行の領収書が必要な場合や地域の指定をご希望の場合は、お手数ですが
「寄付申込書」を当財団宛お送りください。当財団へのお電話でも承ります。

（2）郵便振替によるご寄付
（口座記号番号） 00110−7−709627
（加 入 者 名） 公益財団法人さわやか福祉財団
※通信欄に、ご指定がある場合の市区町村名 ( 区は東京都の特別区）と、ひと言応
援コメントなどをご記入ください。また、手数料不要の払込取扱票をご用意してい
ますので、お申し出いただければ郵送いたします。

（3）クレジットカードによるご寄付
19ページのＱＲコードもしくは当財団ホームページよりお申し込み下さい。
助成応募については、当財団ホームページをご参照ください。
「寄付申込書」「パンフレット」なども、ホームページからダウンロードできます。

＜寄付・助成のお問合せ＞
地域助け合い基金担当

電話：
（03）5470 - 7751 ＦＡＸ：
（03）5470 - 7755
メール：tasukeai-kikin@sawayakazaidan.or.jp
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神奈川県
藤沢市

ゆるやかにつながり、有用
な支援につなげるため、近隣市民と協働で
居場所を立ち上げ、生活支援も実施
立ち上げ期の賃借料とインターネット利用料を助成

米・食材代、炊飯器購入、
光熱費等を助成

中山間地の助け合いとして、
群馬県
移動支援や草取り等の有償 高崎市
の助け合い活動を立ち上げ

有償ボ
ランテ
ィア団
体
立ち上
げ

朝、子どもを保育園に預ける若いパパを多く見かける
ようになりました。地域の人々も自然に子どもと交流
できる環境づくりをもっと進めていきたいものです。

コロナ禍の影響を受けている家庭に
夕食と休校中の昼食を配布し、新た
な子ども食堂利用者やボランティア
参加等の効果

東京都
狛江市

福
祉
・
教育関
係者が
居場所
と支援
を開始

コロナ

●公益財団法人さわやか福祉財団理事長
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あなたの気持ちを助け合いの力に活かしませんか？

ども食
堂が

清水 肇子

自分のためなら面倒なことでも

人のためだからこそ自然に体が動くこともある

自分だけでは踏み出せなかったことも

誰かに背中を押してもらってできることがある

そんな不思議な力を与えてくれる人と人とのふれあいは

どんなに時代が進んでも︑やっぱりみんなで大切にしたい

助け合いを
広げよう！

立ち上げのための事務用品費・通信費を助成

ご支援、ご寄付を
どうぞよろしくお願いします。
財団ホームページ内
基金関連ページ

無断複写・無断転載はご遠慮ください©

※詳細は、裏表紙をご参照ください。
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新しいふれあい社会 実現への道

助け合いの位置づけ

さわやか福祉財団 理事長 清水 肇子

コロナ禍によって社会が改めて大切さを認識した事柄は様々あるが、その代表的な一つが、
「エッセンシャルワーク」だろう。

医療従事者や介護を現場で支えてくれている方をはじめ、地域のスーパーや商店から、運輸

・物流を担ってくれる方などが携わる仕事で、そうした皆さんは、私たちの暮らしに欠くこと
ができないものを日々与えてくれている。

特にコロナ禍では、医師や看護師、介護関係者の皆さんは自分の感染リスクと隣り合わせの

ぎりぎりの状況の中で仕事をしてくれている。責任感はもとより仕事意識を超えた相手への思
いやりの気持ちが根底にあればこそだろう。

しかし一方で、残念ながら感染者やそうした職業に就く人々に対して、不当な偏見や差別、

誹謗中傷が深刻というから驚きだ。心が折れて離職にもつながり、そうした親を持つ子どもが

学校で仲間はずれにされる例も起きている。コロナ禍は孤立・孤独を生んだが、それだけでは

なく、これまで地域に埋もれていた社会の冷たい深層をもあぶりだした。それはどう解決して

22/01/25 11:27
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2022.2

いけばいいのだろうか。

助け合いとは、誰かの困った状態に自ら手を差し伸べることであり、さらにいえば、お互い

同士、相手が今よりもっと良い状態になるよう願い、できることで支援し合うことだ。コロナ

禍でも助け合いの活動は、形を変えながらできる支援で続けられている例は多く、それはまさ

に相手への共感があるからだ。ならば、こうした助け合い活動を身近にもっと広げていくこと

で、偏見や差別、中傷などが生まれる土壌自体を変えていくことができるのではないだろうか。

ここのところ、自分の気持ちを人を傷つけることでしか抑えられない事件が頻発している。

助け合い活動は担い手不足の解消のために広げるものではない。これからの社会では、もっと

本質的な意味を持つはずだ。人同士のふれあいを基本に置く助け合いは、エッセンシャル＝必

要不可欠でまさに本質的なもの。そう社会の中で再認識し、多様な他者とふれあう経験を重ね

ていくことで、皆が心の枠を広げ、その傷を和らげ、そして寄り添えるようになっていきたい。

心は、相手を思い合うことで成長し、より豊かになる。ノーベル文学賞作家のカズオ・イシ

グロ氏は、受賞第１作の小説テーマにＡＩと子どもを選んだ。その話題作『クララとお日さま』

は、ＡＩロボットの主人公が裕福な家の少女の「人工親友」として買われて、共に過ごす中で

の交流を描く。人にとって何が本当に大切か、生き方、心の持ち方、無垢の思いやりとは何か

を染み入るように問いかけてくる。格差や差別や学力の遺伝子操作などへの批判をさりげなく

22/01/25 11:27
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散りばめながら。

ＡＩが進む社会を本当の意味で豊かにするためにこそ、人同士がふれあい、やさしさが育ま
れていく環境の大切さを忘れずに、しっかりと創っていく必要があるだろう。

2022.2

3

挑む
我らの地域づくり

「社協職員が地域で住民さんに聞いて

4

2022.2

広げよう つなげよう 地域助け合い

名、利用会員約200名、

名ほど。これまでに３０

行う有償の助け合い「きづくちゃん『た

みると、そうではなく我慢して生活し
費1000円で、謝礼金は

円。事務局を区社協が担い、家事援助

もっと使いやすい仕組みで、活動者に

すけ愛』活動の会」が発足した。入会

減った、ということなのか？

相談・依頼が減っていた。困りごとが

は区社協のボランティアセンターへの

きづくちゃん立ち上げ前、東成区で

００件以上の助け合いが行われてきた。

両方会員は

活動会員約

や外出付き添い等を行っている。現在、

一緒に〝新しい〟助け合い活動をつくる
住民と生活支援コーディネーター
万のこ

大阪市東成区
万人、世帯数約

歳）

25 50

ていることがわかりました。それなら

潔泉）

29

分350

（取材・文／塩瀬

層生活支援コーディネーター（ＳＣ）を務める島岡繁希さん（

2015年、東成区で、生活支援を

会員同士のつながりが活動を支える
有償の助け合い「きづくちゃん」

と住民の新しい助け合い活動創出を取材しました。

ら第

い る 住 民 が 多 く な り ま し た。 そ の 東 成 区 で、 生 活 支 援 体 制 整 備 事 業 開 始 か

のまちも、近年、地区によっては町会未加入世帯が増え、〝地縁の外側〟に

下町の風情を感じさせる大阪市東成区。人口約

8
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30

1

しくなく奥の部屋で横になっていたが、
玄関には、取材が来るということでス
リッパを数人分出してくださっていた。
升井さんが定期的に訪問しているのは
軒が中西さんだ。

で、食事作りなどは介護保険

軒で、そのうちの

要介護

サービスを利用している。
「私が来る前に、ご本人が細かいホコ
リを掃き出して、あちこちに集めてお
いてくださるんです。しんどいかもし
れないけれど、全く動かないよりご本
人にとってもいいのではと思い、あり
井さん。

がたくやっていただいています」と升

も生き生きと活動してもらおう、とい

ら始まって、中西さん宅へ週

回の掃

年ほど前、仏壇の移動の手伝いか

うことになり、きづくちゃんをつくっ
ていきました」と島岡さん。

除に行くようになり、あるとき中西さ
散歩に行ってくれる人を探している」

った。しかし数日後、中西さんが外出

んの奥さんから「健康のために一緒に

島岡さんと活動会員の升井豊さん

と相談を受けた升井さんが「私じゃだ

から帰ると奥さんは自宅で倒れており、

助け合いの関係を超えて

（ 歳）と一緒に、区内のマンション

めですか？」と聞くと、「それなら来

救急搬送された。升井さんとの散歩は

に住む利用会員、中西徳三郎さん（

22/02/01 17:15
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1

週からお願いします」ということにな

歳）を訪問した。ご本人は体調が思わ

2022.2

5

1

部屋に掃除機をかけ、風呂
場の掃除をする升井さん

掃除を終えた升井さん（右）と、起きてきた中西さんは
雑談しながら来週の訪問予定などについて話していた

1

2
6

ＳＣの島岡さん（右）と、
「きづくちゃん」事務局の松原朱里さん

89

74

実現することなく、奥さんは 年

か

最近では、奈良県にある中西家の墓じ

意味でも、升井さんの訪問は支えにな

歩させていたのはきづくちゃんとは関

歩をしていた大宅さんだ。このとき散

「信頼」のような関係性を感じた。

を 超 え、 お 二 人 の 間 に は「 友 情 」 や

っている様子。「助ける・助けられる」

中西さんは持病もあり、体調にも波

まいの相談にも乗ったという。

そうだ。「今日は目を覚ますかも」と

があることからいつ倒れるかわからな

月後、意識が戻らないまま亡くなった
毎日病院に通う中西さんの元に升井さ

歳）

加している黒田さんは、広島県に生ま

係なく、懇意にしている家族の愛犬だ

んにちは」と声をかけたのが、犬の散

に戻る途中、島岡さんが「あれっ、こ

中西さん宅の取材から区社協事務所

■大宅伸彦さん（

んは週 回通い続け、話を聞いてきた。 いという不安が強いようだった。その

歳）

◇ きづくちゃん活動会員の話 ◇
■黒田かよ子さん（

年前からきづくちゃんの活動に参

人の子ど

れ、高校進学時に大阪へ。それ以来、
東成区の住民だ。結婚して

そうだ。急きょ取材に加わってくれた
職して以降ずっと東京で働いてきた。

もを育てながら、地区のママさんソフ

退職して大阪に戻り東成区に住むよう

大宅さんは、大阪市中央区出身だが就

たくさんいる。

トボールなどを通じて区内には友人が
「人が好きなので、訪問したお宅での

になって、

年前からきづくちゃんで

ふれあいが楽しいです。足を痛めてき

代の

回、買い物
支援に行っている一人暮らしの

年ほど週

づくちゃんの活動を休んでいたとき、

活動し、この

利用会員さんと偶然外でお会いして、

男性からは、お総菜選びを任されてい

また来てほしい』と言っ

軒の店で買

『大丈夫？

考えて買おうとすると、

る。ご本人の好みや栄養バランス等を

1

1
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てもらえたときは本当にうれしかった」

70

4

6

2022.2

1

2

1

と笑顔で語ってくれた。

前列左から、松原さん、松本さん、黒田さん。
後列左から、島岡さん、升井さん、大宅さん

72

67

1

4

分も助けてもらわなければならない場

りがなくなっています。でも、将来自

「東京などの大都市ほど人とのつなが

してみては？」とアドバイスを受け、

た時期に、知人から「人のために何か

と大変なことが続き希望をなくしてい

づくちゃんで活動している。いろいろ

松本さんは、昨年から仕事の傍らき

その方と出会えたからこそ。短い時間

や大事にしていることを聞けるのは、

お話しする中で、お一人お一人の歴史

「きづくちゃんの活動で出会う方々と

そうだ。

ットで検索してみたら、偶然、地元・

面が必ず出てくる。それなら、今でき

親戚の子どもに手作りのお菓子を贈っ

■松本律子さん

ることはしたいですし、そういう輪が

だけれど幸せを感じます」と、やりが

い物が終わらない、と笑う。

広がってほしい」と熱心に話してくれ

たところとても喜んでくれたことに、

いを語ってくれた。

「プレートを作っていらっしゃるとき

「私の声かけではなく、これまでの活

島岡さんは、

東成区のきづくちゃんに行き当たった

た。

自分が救われた。「自分も誰かの役に

も、『これ、効果あるんかな…』とち

動会員同士の交流があったから、その

立てるのかもしれない」とインターネ

ょっと思ったりしましたが（笑）、 皆

会員さんも元気になってくれたのだと

活動会員同士も支え合う仲間

さん自転車のカゴやバッグに付けてお

思います」と語る。

回

の集いで、活動の悩みもうれしかった

知り合いを誘ってくださって、楽しそ

の場でのチラシ配布などできづくちゃ

がなくなったことによって精神的に落

コロナ禍では、きづくちゃんの活動

に何となく入りにくさを感じて、その

いう。町会未加入など、昔からの地縁

活動に参加していなかった人が多いと

活動会員の皆さんは、 か月に

ことも共有している。自発的にプレー

うです」（島岡さん）

んの活動をＰＲしてくれるので、島岡

ち込んでしまった活動会員を別の会員
が励ましに行き、元通り元気に活動で

外側にいた人でも、謝礼金というわか

こんな集まりがありますよ」と情報提

きるようになったということもあった。 りやすさや、「こんなことでもいいん

さんは動画制作を手伝ったり「今度、

きづくちゃんの会員は、既存の地域

ト作成や動画制作、いろいろな集まり

1
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供したりしてサポートするそうだ。
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7

我らの地域づくり
広げよう つなげよう 地域助け合い 挑む

ゃんは、活動会員の集いで「今度、ワ

もしれない、と島岡さんは感じている。 ちな人を誘うなどしていた。きづくち

間同士の「歩こう会」に閉じこもりが

阪サミットにもワーキングのメンバー

食事に行ったり、当財団が開催した大

アイスブレークを多く入れ、みんなで

のが必要やと思うからこの会にも来て

私、そういう

もらえますか」と呼びかけると、「行

岡さん自身、うずうずしている様子だ。

も残念。早くまたやりたいです」と島

でワーキングが休止しているのはとて

「気運が高まっていたので、コロナ禍

くに決まってるやん

んねんで」という返事が返ってきた。

「やらなあかん、と考えるとしんどく

＊

民 な ど さ ま ざ ま な 方 面 に 働 き か け、

なる。でも、区民さんにとって良いほ

＊

「支え合いづくり推進協議体（通称・

「これでいいのか？」と悩みながら進

＊

ワーキング）」がある。

うに制度を読み替えて、やってみよう

事業開始以降、専門職や関係先、住

島岡さんは、「住民さんが集まって、 んできたＳＣの島岡さんにとって、賛

やないか」という区社協事務局長の石

人たちが参加したくなる、自由で楽し

東成区には、従来の地縁の外にいた

ングもそんな発想から生まれたものだ。

んはうれしそうに話していた。ワーキ

回、 勇気づけ、結束を強めていると島岡さ

同して一緒に行動してくれる住民の存
か月に

やりたいことをワイワイ話し合える場

ワーキングはおおむね

在はこの上ない力となっているようだ。 川洋志さんのバックアップは、職員を

それぞれ長年行ってきた地域活動があ

買い物支援・男性の居場所・見守りの

人程度の住民が集まり、

と思っている住民もいる。それなら、

チームに分かれてやりたい
と思うことを自由に話し合ってきた。
楽しくしたかった」と島岡さんが言う

ころから生まれるのではないだろうか。

しい〟助け合いづくりは、こうしたと

「〝チーム〟としてやりたかったから、 い取り組みの工夫がある。地域の〝新

者やきづくちゃんの活動者に参加を呼

通り、制度等の堅い話はなるべくせず

8

2022.2

だ」という気軽な活動なのがいいのか
立ち上げ時の狙いは成功していると言

ーキングというのを始めますが、来て

数人で勉強に行った。

えそうだ。
やりたいことをワイワイ話し合える場
「ワーキング」の取り組み

同区の第 層協議体には、専門職や

10

びかけた。体操教室修了者たちは、仲

始めるにあたっては、体操教室参加

の場をつくれないかと考えたという。

充実、の

区全体から

1

協議体という制度を利用して話し合い

るが、それとは違うことをしてみたい

2

をつくりたかった」と話す。地域には

役職者が入って行われる報告会と別に、

1
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我らの地域づくり
広げよう つなげよう 地域助け合い 挑む

広げよう つなげよう 地域助け合い

活動の現場から

思いを分かち合い
地域でできることは地域で

敷 島 台 さ さ え 合 い の 会 （山梨県甲斐市）

待ったなしの高齢化が進む地域で、市が主催する地域フォーラムとその後の勉強会への参

加をきっかけに、みんなで地域にどんな支え合いが必要かを話し合い、活動の創出につなげ

分。敷島総合公園の南側、標

（取材・文／城石 眞紀子）

％（2021年 月現

月、今後

年度から生活支援体制

整備事業をスタート。同年

同市では、

ピードで高齢化が加速している。

在）。 同市内の他の地区の倍以上のス

で、高齢化率

た「敷島台ささえ合いの会」。 自分の得意を生かしながら、和気あいあいと無理なく楽しく

車で約

年ほど前に分譲が開始された

高約400メートルの高台にある敷島
台は、

歳以上の高齢者は354人

一戸建ての団地だ。745人が暮らし、
そのうち

22/02/01 17:54
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10

助け合う取り組みを紹介します。

地域フォーラムへの参加が
支え合い活動創出の契機に
山梨県甲斐市の北西部（旧敷島町）
に位置し、ＪＲ中央本線竜王駅からは

9

2022.2

9

48

17

10

50

65

を考える機会として、当財団も協力し

どのようなまちづくりを進めていくか
ら市内

小学校区ごとに地域における

プワークを実施した。さらに、そこか

会を母体とする「敷島台ささえ合いの

の創出に結びつけたのが、敷島台自治

層 協 議 体 ）」 会」だ。

を立ち上げて、住民主体の助け合い・

「敷島台では、度重なる災害への備え

た地域フォーラムを開催。その参加者 「ささえ 合い推 進 会（ 第
の中から、学びを深めたいという人た

から自主防災組織を自治会の中に立ち

上げたのをきっかけに、みんなが地域

支え合いの地域展開を図っている。
この一連の取り組みの中で、学んだ

のことを考えるようになりました。だ

、 名が参加したか

数名が参加。その後のワー
クショップにも

らなかったので、これが一つの契機と

をしなければ、という思いにまでは至

たちで行動を起こして地域で支え合い

の中ではわかっていても、実際に自分

ことは以前から知っていましたが、頭

ィア活動を通して、2025年問題の

と思います。私自身は、他のボランテ

6

もあって

で関心が高く、自治会からの呼びかけ

一緒に考えていかないと』ということ

防災だけじゃなくて2025年問題も

をいただいたときも、『そうだよね、

から、地域フォーラム開催のお知らせ

ことを地域に持ち帰り、いち早く活動

ちを対象に年内に勉強会（市民ワーク

2

11

10

2022.2
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5

10

ショップ）を 回連続で開催。居住地
域（小学校区）ごとに分かれてグルー

若い人や仕事をしている人も参加しやすいように、平日
の夜に開催された地域フォーラムには約400名が参加

3

広げよう つなげよう 地域助け合い 活動の現場から

なりました」と話すのは、代表を務め
る浅川晴美さん（ 歳）
。
自治会長であり、事務局を務める小

防災組織のメンバーなどにも声かけし

きサロン」やグラウンドゴルフ、自主

やケアマネジャーなど核になるメンバ

たところ、最終的には支援を行う登録

浅川さんや小野さんに加え、民生委員
名で推進委員会を結成。立ち上げ

ー

名に。支援対象者の範囲は、

に困っている人もいる。そういう現状

ったなしの高齢化が進んでいて、実際

「話し合いの場には、行政や市社会福

りが始まった。

ごとを解決するための活動の骨子づく

用者の負担金は

い者のみの世帯。支援を受ける際の利

し、

自治会会員で原則

会員は

を見ていたので、自助・共助の助け合

祉協議会の担当者も来てくれて、いろ

費は自治会からの補助に加えて、この

準備委員会として、日常生活上の困り

いが必要だろうという思いがあった」

いろとアドバイスを受けながら進める

負担金が充てられている。

野規克さん（ 歳）も、
「敷島台では待

と言い、自治会の組長会議の場でもた

ことができたのは、我々としてはとて

歳以上の一人暮ら

びたび議題に上ったことから、支え合

も心強かったですね」（小野さん）
そうしてでき上がった骨子を、組長

い立ち上げの機運が高まっていったと
いう。

月から活動

歳以上のみ世帯、あるいは障が

時間500円。運営

これまでの主な活動実績としては、

買い物支援、剪定、草取り、網戸・障

名中女性は 名。最高齢

歳です。その方は障子張りの技術

が中心で、

「支える側のメンバーの年齢層は 代

ごみの搬出など。

会議、楽寿会（老人クラブ）等で説明。 子の張り替え、資源ごみの回収、粗大
理解を得たうえで、自治会活動の一つ

地域の

ささえ合いを考える会」を自治会主催

として運営するために翌

月、「敷島台

75

1

75

し出に従ってグループ分けをして支援

買い物支援などについては、本人の申

くれています。その他の剪定や草取り、

があるので、もっぱらそれを担当して

は

70

そして 年

で開催。全戸にチラシを回覧し、「住

治会総会で承認を得て、

月の自

みやすい敷島台にするためには、どん

を開始した。

支援会員の最高齢は 歳。
得意を生かして楽しく活動

11

3

地域の高齢者らの集いの場「いきい

28

年

な支え合いが必要か、みんなで気軽に
意見を出し合って話し合いましょう」
と呼びかけ、さらに個々にも声をかけ
合ったところ、 名が賛同。

4 19

88
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28

7

76

さらに話し合いを前に進めるために、

2022.2

11

71

11
24

88

18

きにできる人が〟ということで、臨機

担当表を作っていますが、〝できると
歳）は、「これまで

庭木の剪定支援をしているグループ長

活動の様子についても聞いてみた。

と、たまたま植木いじりが好きだった

そういう活動に参加したほうがいいか

ら。でも、家でくすぶっているよりも

いちのせ

老々支援なので会員相互の助け合いも

いた当初は助け合いなんてとても自分

福祉に全く関心がなかったし、話を聞

わいと作業していると、時間も忘れる

てしまいました（笑）。 みんなでわい

ので登録したところ、どっぷりはまっ

応変に交代してもらっています。また、 の一瀬猛さん（
大切だよねということで、 年度から

にはできない、と思っていたんです。

73

受けられるよう、会則を変更しました」 脳梗塞をやって、体の左半身が思うよ

くらいで。リハビリの一環になってま

介護老人福祉施設「敷島

買い物支援は、近くの

わってくる。

と活動している様子が伝

しい」と、和気あいあい

教わりながらやるのも楽

うに詳しい人がいるから、

人ですが、一瀬さんのよ

剪定については全くの素

小野さんも「私自身は

とうれしそうに話す。

いもうんと増えました」

が浅いんですが、知り合

すし、私は敷島台に越してきてまだ日

（浅川さん）

たすけあい活動の様子
（庭木の剪定、障子張り、買い物支援）

うに動かないというのもありましたか

は 歳未満でも会員であれば、支援が

21

12

2022.2

22/02/01 17:54
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広げよう つなげよう 地域助け合い 活動の現場から

荘」が地域貢献として協力。ガソリン
代の実費だけで車を提供してくれてお
り、運転はささえ合いの会のメンバー

つながる機会を増やす
居場所づくりにも着手

も活用していますし、

か月に 回の

推進委員会の会合もここで開いていま

す」（浅川さん）

助成金制度を活用して、冷蔵庫を設置

山梨県の生協が設けている市民活動

で酒屋として使われていた空き店舗を

したり、備品などもそろえた。一人暮

年ほど前ま

ーと違って往復の車中でも世間話がで

格安で借り受け、活動の拠点をつくっ

月には、

きたり、買い物をしながら、カートを

た。ここをベースとして、

には、いろんな特技を持った人がたく

繕業者を紹介してくれたり。この団地

建築会社に勤めていた人がサッシの修

コンやテレビの修理をしてくれたり、

「電気屋さんをやっていた人が、エア

手伝ってくれる人も出てきたそう。

会員登録はしていないものの、頼めば

かけにみんなでわいわい

ねて休憩し、それをきっ

した後には、反省会を兼

今は、剪定などの活動を

所が欲しかったんです。

のつながりを深める居場

なかったので、会員同士

に自由に集まれる場所が

からスタートして、コロナ

ぐためにも、会員の居場所

で、引きこもりや孤立を防

らしの高齢者などもいるの

押す支援会員と『このお魚は味噌煮に

今後進めていきたいと考

さらに昨年

1

するとおいしいのよ』などと料理談義

が行っている。利用者からは、
「タクシ

2

えているのが、居場所づ

10

に花を咲かせるのも楽しいとの声も聞

さんいるので、そういう人たちがもっ

話をしたり。障子張りや

「これまで、好きなとき

かれています」（浅川さん）とのこと。 くりだ。
また活動開始から 年近くが経ち、

と活躍してくれるようなればと、願っ

網戸張りの作業場として

活動の拠点でもある居場所。
「はまらいん」とは「おいで
ください」の意味

22/02/01 17:54
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4

ています」（小野さん）

2022.2

13

3

居場所は、支援後の休憩（右）や
推進委員会の会合（左）でも使用

てもいい、地域の茶飲み場のような場

が収まった後は、いつ来てもいつ帰っ

立ち上げ当初から同会のサポートもし

れたささえ合いの会。事業を推進し、

楽しく活動をしている様子がうかがわ

てきた甲斐市役所福祉部長寿推進課の

所に発展させていきたいとの展望もあ
る。

古屋皓司さんは、「敷島台の皆さんを

こう じ

「どういうふうに運営していくかはま

うことにあらためて気づかされた」と

だ模索中ですが、時には軽食も作って、 見ていると、地域の力はすごいなとい
みんなで一緒にごはんを食べるのもい

話し、こう続けた。

進委員で手打ちそばをつくって食べる

何なのか。それをみんなで学んで、各

地域資源を生かそう。足りないことは

「市が開催したワークショップでは、

いかなと。感染が少し落ち着いたのを
月には、試しに推

会も実施したんですよ」（浅川さん）

地域に持ち帰って話し合いをしてくだ

見計らって、昨年

階もある

の情報を把握しやすくなるといった相

のつながりを深めれば、困りごとなど

方ができそうだ。居場所づくりで地域

ので、アイデア次第でいろいろな使い

題 を 挙 げ た 地 域 も あ り ま し た。 で も

いるかすら把握するのは難しいとの課

ることもあり、どういうことで困って

で、地域の関係性の希薄化が進んでい

さいということをやりました。その中

拠点はスペースが広く、

乗効果も期待できるだろう。

敷島台は、 年、 年かけて自分たち

で地域をつくってきたという基盤があ
アットホームな雰囲気で、無理なく

助けるだけでなく
〝助けられ上手〟になれる地域へ

2

50

持ちがとても強い。そして、こういう

るから、みんなで支え合おうという気

40

14

2022.2
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ことになります。だから、お互いにで
きることをやりながら助け合っていき

支え合いが必要だよねと話し合って始
めたからこそ、活動としてしっかりし
たい」と抱負を語る。

くりを目指していただきたい。

分かち合い、さらに住みやすい地域づ

これからもつながりを深めて思いを

たものになっているし、これまで続い
てきているのだと思います」
今後の課題は、助けるだけではなく
〝助けられ上手〟になる地域づくりを
いかに進めていくかだという。
「利用者もほぼ固定ではないけれど、
声かけをしてもなかなか手が挙がらな
い。実は移送支援として、片道だけの

地域サポート係

甲斐市社会福祉協議会

通院支援の募集をかけたのですが、一
人の利用もありませんでした。だけど
実際は、タクシーやバスで行っている
人たちがいる。遠慮しているのか、そ
れとも会の宣伝が不足しているのか。
回覧だけではなかなか活動を理解して
もらえないのであれば、直接訪問して

山梨県甲斐市島上条3163番地

●連絡先／〒400 - 0123

22/02/01 17:54
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説明するほうがいいのかとも考えてい
ます」（小野さん）

島台住民の日常生活上の困りごとを解決する活動を行うことにより、住民が安

心して暮らせる地域づくりを目的としている。主な支援内容は、①買い物支援、

②粗大ごみ搬出、③大物家具の移動、④庭木の剪定、草取り等、⑤障子・網戸

の張り替え、⑥その他日常生活の支援。利用者の負担金は、①は300円／旧

敷島町内、②③は無料、④⑤は500円／１時間（支援者１人につき）
。負担金

は会の運営費に充てられ、支援者には年１回の慰労会が催されている。

敷島台ささえ合いの会

2022.2

15

浅川さんも「お互いに年を取ってき
ているし、いずれはここで骨を埋める

（左から順に）小野さん、一瀬さん、浅川さん、古屋さん

敷島台エリアで活動する住民ボランティア組織。敷島台自治会を母体とし、敷

電話 055 - 277 -1122

応援ありがとうございます
「地域助け合い基金」助成先のご紹介

皆様のご寄付を原資に、コロナ禍での困りごと解決のための活動や、さまざまな世代・人々が参加する地域共
団体を紹介します。

生社会への取り組みを支援している「地域助け合い基金」。 今月号は、地域におけるちょっとした困りごとを住
民同士で工夫し、助け合っている

なお、このほかの助成先団体の活動報告も財団ホームページに続々アップしていますので、思いが詰まった多
彩な活動をぜひご覧ください。

んで高齢者を支える活動が必要となっており、かねてから

移動支援のニーズがありました。ＮＰＯ団体が実施する福

祉有償運送の会員として活動してきましたが、その仕組み

が使えなくなったことをきっかけに、第 層生活支援コー

としています。

月にく

歩・えさやり、裁縫・衣類の補修、電球交換等を活動内容

らしくらぶを設立。外出支援、草取り、家事、ペットの散

の助け合い活動について検討を重ね、2020年

ディネーターとも連携して移動支援を含む住民同士の有償

1

群馬県高崎市

～倉渕支え合いくらぶ～

万円

％とのこと。過疎化が進

11

中山間地の外出支援立ち上げから
生活支援までをカバーし住民同士支え合う
くらしくらぶ

助成金額

15

16

2022.2
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3

くらしくらぶのある高崎市倉渕町は中山間地域にあり、
人口約3300人、高齢化率約

45

本基金の助成金は、立ち上げに伴う複合機・衛生用品・

名、活動開始から189

事務用品等の購入、会議費、保険代、広報宣伝費その他に

月現在、会員数

充てていただきました。
2021年

京都府木津川市

リタイア後もスキルを生かして
高齢者や障がい者の生活を支援

おたすけ隊西木津川台

万円

2016年に設立されたお助け隊西木津川台は、地域の

助成金額

実施するなど担い手も増やしており、今後もさまざまなニ

また、児童公園
の花壇整備など
も行い、自治会
や民生児童委員、
地域住民とも連
携して活動して
いるとのことで

購入した高圧洗浄機を使用して行った、地元小学校
の玄関前清掃の様子

した生活支援を行うことで地域福祉の向上を図っています。

高齢者や障がい者がいる家庭の困りごとに対し、ちょっと

だきました。

外出支援以外に、雨といの掃除などの依頼もある

ーズに柔軟に対応できるように努めたい、との報告をいた

もつながっているということです。独自に運転者講習会を

せられ、活動者の生きがいややりがい、自身の介護予防に

件の助け合いを実施。利用した住民から喜びの声が多数寄

32
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す。
最近の困りご
ととして、庭木
の剪定や除草、
外溝の清掃や側

2022.2

17

15

3

溝・排水管のつまり等が増えており、それに対応するため

でお手伝いしています。第 層生活支援コーディネーター

添いなど、ちょっとした困りごとを、支援員ができる範囲

洗濯・布団干し、ごみ出し、買い物代行、病院等への付き

支援活動の様子

には、準備段階から会議でアドバイスをもらうなどしてき
たそうです。

本基金の助成金は、事務担当報酬、相談員および支援員

向けマニュアル作成・印刷代、支援員研修資料コピー代等

として、立ち上げを支援させていただきました。

「作成したマニュアルは、活動を行う相談員や支援員に不

18

2022.2

の資器材をそろえたいと、本基金に助成申し込みをいただ
き、高圧洗浄機、充電式のこぎり、脚部伸縮作業台、充電
式ヘッジトリマー等を購入されました。これらを使用して
高齢者世帯の除草、剪定作業や蛍光灯交換等を行ったとの
ことです。
「リタイアされた皆さんへ。今まで培った自身のスキルを
活かし、地域に住まわれる高齢者（独居）の方々にチョッ

」と

トしたお助けをしてみませんか？」「 〝ここに住んで良か
ったと思える地域づくり〟に取り組んでみませんか
のメッセージもいただきました。

静岡県袋井市

ちょっとした困りごとを
住民同士で助け合う

万円

浅羽・笠原まちづくり協議会生活支援ネットワーク

助成金額

浅羽・笠原まちづくり協議会生活支援ネットワークは、

月に設立。掃除、庭の草取り、

2
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2月号_基金助成先.indd 6

15

一人暮らし高齢者の増加などから、地域住民の支え合いを
実現しようと2020年

4

可欠なもので、生活支援サービスの質向上に大きな成果を

やし活動を活性化、一定収入を確保し安定した運営、ニー

ズの多い移動支援について検討を重ね早期実現を目指す、

＜地域助け合い基金担当＞
電話：
（03）5470-7751 FAX：
（03）5470 - 7755
メール：tasukeai-kikin@sawayakazaidan.or.jp

発揮している」とのことです。今後は、事業定着のために

3113万3336円

億808万897円

●基金に関する情報、
およびクレジット
カード決済は、Ｑ
Ｒコードもご利用
ください

とのことです。

206件

このほかに当財団より 千万円を供出

◎助成実行額
649件

コロナ禍を乗り越え、地域共生社会を実現する活
動のスタート・継続が促進されますよう、引き続き
皆様のご支援・ご寄付をよろしくお願い申し上げま

基金に関するご意見・お問い合わせ

皆様のご支援により全国各地の助け合いを助成し
ている「地域助け合い基金」
。
15

◎寄付受付額

当財団ホームページ開示時点）

月 日までの状況をご報告いたします。

15

（ 月 日

1
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9

（事務局長・内田）

2022.2

19

財団ホームページ内
基金関連ページ

クレジットカード
決済ページ

1

1

す。

当財団ホームページでは毎日、寄付と助成金額を開示しており、
助成可能な金額もご覧いただけます。寄付や助成をお考えの方は参
考にしてください。

地域における知名度・必要度の向上、支援者・利用者を増

「地域助け合い基金」
状況のご報告

出会う

の静謐な空気の中で迎えた新年は、いつ

村田 幸子

2021年の年越しを、奈良法隆寺門

にも増してありがたく、「新年おめでと

福祉ジャーナリスト

前のお宿で迎えました。「除夜の鐘が聞

塔の上なる一ひらの雲

大和の国の薬師寺の

う」の挨拶が心に沁みました。

ゆく秋の

こえるかな」と楽しみにしていましたが、
なんのなんの、紅白歌合戦を見ながらあ
あだらこうだらケチをつけているうちに、
気がついたら元旦でした。聞くところに
よると、法隆寺では通常、除夜の鐘はつ

歌人佐佐木信綱のこの歌と共に、薬師

20

2022.2
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かないとのこと。ただ 回だけ、世界遺

年

産に登録された1993年には、記念に

生の修学旅行の時です。歴史的建造物や

寺東塔を初めて目にしたのは、高校

ついたということです。ともあれ、斑鳩

3

1

13
連載

仏様などには何の関心もなかった頃の修

もこし

セーラー服を着た私たちの前でお坊さ

方ありませんでした。特に私は「お寺で

ちた友人たちとの旅が、ただ楽しくて仕

説明等は聞き流すだけ。開放感に満ち満

様々な形をしており皆を救ってくれるの

と、塔や薬師寺の歴史をはじめ、仏様は

重の塔に見えるが、三重の塔なのですよ

呼ばれる飾り屋根がついており、一見六

つの屋根の下に裳階と

は火の玉が出るよ」とか「幽霊もいるよ」

です等と、高校生の私たちにもよくわか

んが、この塔は

などと脅かされていたことが頭に残って

寺の管長になられた、若き日の高田好胤

るように説明してくれたのを、微かに覚

そんな私が長じて今、仏様に強い関心

師でした。修学旅行生を相手に親しみや

おり、怖さが先立って、どちらかという

を持ち、折りあるごとに様々なお寺を訪

すくユーモアたっぷりに話してくれる好

えています。そのお坊さんは、後に薬師

ね歩いています。中でも懐かしいのは、

年間、

胤師のガイドは圧倒的な人気で、
年 の 歳 月 を 経 て 昨 年、

けたといいます。また失われていた伽藍

て見事に再建させたことはよく知られて

一般公開されました。修復なった東塔は、

600万人の修学旅行生たちに説明し続

18

の復興を願い、全国で写経運動を展開し

修 理 が 行 わ れ、

薬師寺の東塔。2009年から全面解体

とお寺は近づきたくない所でした。

学旅行では、行った先々で繰り返される

3
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12

高校 年生の時に目にした姿、そのまま
でした。

2022.2

21

3

います。
好胤師の話を聞いて、私は初めて仏様

人は、出会った人によってつくられる。
今の私は、これまで出会った人たちに
年にわたるコ

放送局に勤務していた頃は、積極的に奈

かしい気がするようになりました。大阪

いうことが朧げにわかり、どことなく懐

なく、私たちの暮らしと共にあるのだと

がどう変化していこうとも、人と出会う

の滋養になり、人を大きくします。時代

散見されます。しかし人との出会いは心

なくなり、またそれを良しとする意見も

ロナ禍で、人と出会う機会は圧倒的に少

よってつくられました。

良や京都に出かけ、仏様をはじめ古き文

機会をたくさんつくり、出会った人から

を身近に感じました。お寺も怖い所では

化財を訪ね歩きました。年を重ねるに連

何かを受け取れる自分の感性も、磨き続
けていきたいと思います。

れ、その楽しみは深まっています。
まだ自分の考えも生き方も定まってい
なかった青春真っただ中の時に、仏とは、
寺とは、ということを心に届く形で話し
てくれた高田好胤師との出会いが、今の
私に大きな影響を与えていることを、実
感しています。

22

2022.2

22/01/31 10:25

2月号-エッセイ_村田.indd 3

2

（むらた さちこ） 立教大学英米文学科卒業後、ＮＨＫにアナウンサーと
して入局。報道番組のリポーターや社会性のある硬派の番組を中心に担当。
1990年、解説委員に就任。ＮＨＫスペシャル「あなたが寝たきりになった
時」、ＮＨＫモーニングワイド「高齢化社会」のキャスター他、多くの番組
を担当。2004年、解説委員を退任後も高齢者問題の第一人者として活躍中。

新しい
ふれあい社会づくりに
向けて
ふれあい

いきがい

助け合い

さわやか福祉財団は、子どもから高齢者まですべての人が、
それぞれの尊厳を尊重しながら、いきがいをもって、
ふれあい、助け合い、共生する地域社会づくりを一貫して進めています。
特に現在は、全国自治体が新地域支援事業で取り組んでいる
住民主体の助け合いの地域づくりを強力に支援しています。
どうぞ、皆様の地域の情報もお寄せください。

●

新地域支援事業・助け合いの地域づくり
北から南から

●

各地の動き

その他の財団の活動 など
ご支援ありがとうございます。
さわやかパートナー（賛助会員）
・ご寄付者の皆様のご紹介

23
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北 から
南 から

月

日〜 日）

新地域支援事業・
各地の動き
（2021年
●全国各地で、

31

日／名古屋市北区社会福祉協議会か

名古屋市（愛知県）

（住民対象のフォーラムや勉強会の支援等）

住民に参加を呼びかける支援

ＳＣ＝生活支援コーディネーター

●活動の一部を紹介しています

推進の支援をしています

1

北区

サロンスタッフ

年

月開催の予定だったが、緊急事態

宣言が出されたため延期となり、 か

て講演。「ＮＥＸＴ」動画でポイント

ンで参加した。参加者は、サロン活動

ハイブリッドとなり、財団もオンライ

だった。開催は会場とオンラインでの

場所の必要性を事例と共に伝える内容

れながら、「いつでも誰でも型」の居

いて」とし、コロナ禍での工夫にも触

サロン運営と共生型常設型居場所につ

法を再検討。テーマは、「コロナ禍の

況を受け、同区社協側が内容と開催方

くされ、縮小していた。そのような状

うことや話し合うことも自粛を余儀な

響を受け、食事提供は中止、または集

践者をはじめ地域の活動もコロナの影

月ぶりに行われた。その間、サロン実

バックアップできるよう参考にしてい

誰かとつながる居場所を社協としても

「シンプルに、居心地の良い空間で、

答で熱心さの伝わる交流会となった。

ながることを共有した。活発な質疑応

ことはこれからの共生社会づくりにつ

てもらった。最後に、居場所をつくる

ト等を具体的に伝えて、参加者に考え

・紫竹」の居心地の良い運営のポイン

効果、また、新潟市の「実家の茶の間

の居場所

を集めていった静岡県袋井市の「高南

解者を広げながら「人・モノ・お金」

や回覧を繰り返して必要性を伝え、理

場所について説明した。地区の説明会

や手法を簡単に伝え、共生型常設型居

者、支え合い事業関係者、地域福祉活

きたい」とのことで、同区の今後の取

日／長野市では、住民自治協議会に

長野市（長野県）

ＳＣ研修・情報交換会等に協力

（鶴山）

あえるもん」の方法やその

動計画の関係者、地域包括支援センタ

り組みに期待したい。
を始めたいと考えている人、大学関係
者など。
財団から、「コロナ禍のサロン運営
と共生型常設型居場所について」とし

24
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1

ー関係者、新たに共生型常設型居場所

11
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12

ら依頼を受けて、「新しい居場所の形
フォーラム

in

交流会」で当財団が講師を務めた。昨

1

14

回目

配置している地域福祉ワーカーが第
層ＳＣを兼務している。今年度
となる今回の「地域福祉ワーカー連絡
調整会議」は、長野市が主催して定期

の連絡会は当財団も同席し、各ＳＣか
らの報告に対してコメントしていった。

している。

今回の現場研修では、同町で生活支

の取り組みと課題を代表の野下和幸氏

援を行っている「井石たすけ愛たい」

議体を設置していく構想だが、現在は

と、支援した植垣章子ＳＣが発表。柿

同市は 圏域ある公民館区に第 層協
圏域での設置となっており、設置時

題も異なっている。定例連絡会によっ

期や地域状況によって直面している課

寸劇を披露した。

本千江美ＳＣは住民への伝え方として

月

回目となる。協力

回協力する予定で、今回は

「どのようにリーダーを見つけるのか」

的に開催されているもの。当財団では
合計
開催の会議に続き

て全ＳＣと市が協議体の課題と対応を

回の会議の目的は「ＳＣの役割

質問で有償ボランティアの仕組みとＳ

所はどうしているのか」など具体的な

「費用はどうなっているのか」「事務
（髙橋）

共有することで、各地区での取り組み
推進に生かしている。
長崎県

ーマとする現場研修と情報交換を併せ

が有償ボランティア（生活支援）をテ

住民主体の助け合いの地域づくりの取

続く情報交換会では、各市町村での

Ｃとしての支援について理解を深めた。

ワークも含めた構成とした。事例の一

日／長崎県のＳＣを対象に、当財団

つとして、神奈川サミットでも登壇い

（髙橋）

とその他の つに分けて書き出し、全

3
たところ、関係者の予想以上に住民が

ていること、座学だけでなく具体的な

層ＳＣによる「コーディネーター定例

の支援もあって有償ボランティアが

（鶴山）

反応からもわかる研修となった。

現場研修を求めていることが参加者の

今回あらためて、ＳＣが情報を求め

った。

体で共有。情報交換の形で解決してい

4
助け合いの必要性を感じており、ＳＣ

住民フォーラムから 層づくりを行っ

波佐見町は、財団も協力して 年前に

市町村、約 名が参加。会場となった

力していただいた。県内 市町村中

り組みや課題を、 ステップの①～③

層ＳＣ）平野歌織氏

て開催した。開催の周知には同県に協

大野市（福井県）

る予定。

次回はステップ③をテーマに開催す

からも説明いただいた。

祉ワーカー（第

ただいた同市大豆島地区担当の地域福

今回はステップ②を中心にグループ

て実施していく計画。

回の中心テーマを3ステップに分け

＊

と活動創出の取り組み方法の理解」で、

する

2

つの自治会で立ち上がるなど広がり出

層・第

21

連絡会」が毎月開催されている。今回

日／大野市では、市と第

2

4

40

2
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8

2
2

17
4

1

＊３ステップ：ステップ①体制づくり、ステップ②ニーズの把握と
担い手の掘り起こし、③活動創出

2022.2

25

2

3
3

6

5
7

18

3
16

日／岐阜県で昨年

県レベル研修に協力

〜

岐阜県
月の第 部

に続く県レベル研修が行われ、当財団

1

（長瀬）

地域包括支援センター対象の
情報交換会に協力

吉川市（埼玉県）

日／吉川市で「地域支え合い会議に

の開催について、県担当者、ＮＰＯ法

アドバイザー派遣報告会と情報交換会

域づくりを考える「地域支え合い会議

ア課。包括が開催し、自治会単位の地

職員と行政担当者、埼玉県地域包括ケ

が協力。参加者は、同市内の

県のアドバイザー派遣事業は、移動ネ

よる打ち合わせを行った。今年度の同

進めたらよいか、との声を受け依頼が

（地域 ケ ア 会 議 ）」 を 今 後 ど の よ う に

テップを提示。それぞれの要点を整理

報告してもらい、全参加者での質疑応

イザー派遣を受けての気づきを中心に

今後の研修では、 市町村からアドバ

会議との連携などの課題もあり、これ

各包括からの現状と課題の報告に対
団としては住民主体の体制づくりや生

して、財団から取り組みにおける良い

した上で、現場の課題など参加者の意

答を行うこと。また、聞きたいことな

（岡野）

新たな第 層協議体の立ち上げや同

動きに期待したい。

2

26

2022.2

クアップ体制として自治体の個別支援
への展開が取られている。
県の支援
山梨県

オンラインの環境で実施された本研修

人全国移動サービスネットワーク（移

包括の

だが、意見交換の構成を取っており、

動ネット）、 当財団で、オンラインに

関する情報交換会」が行われ、当財団

ブロックに分けて少人数化を

新任を対象にした基礎研修の位置付

あったもの。

践編として新任と共に現任者を対象に

活支援、居場所などの創出支援を、手

点と改善できると思われる点をアドバ

部に続き、今回第

した。当日は、財団から生活支援体制

イスし全体で共有。質疑応答も活発に

つのス

見を確認。その後、他の自治体の事例

からも包括・社協・行政による意見交

行われ、有意義な内容となった。

等を含めた情報提供と解説とともに、

どを事前アンケートで取り、グループ
（鶴山、三上）

解決策など実践的な意見交換を行った。
事業が連動しており、県レベルのバッ

換は継続していくとのことで、今後の

7

ワークによる情報交換会を行う予定。

3

同県では本研修とアドバイザー派遣

整備事業の進捗の目安として

上げした 市町村に対して行ってきた。

2

7

けの第

ットによる移動支援創出以外に、当財

3

部では実

図っている。

県内を

参加者の発言の機会を増やす目的で、

日／ 月開催予定の山梨県庁主催の

15

11

が協力、ＳＣを含む関係者が参加した。
3

9
5
1
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2

7

地域づくり勉強会に協力

協議体の活動・編成等に協力

日／坂戸市第 層協議体がオンライ

坂戸市（埼玉県）
年度助け合

ンで開催され、当財団が講師として協

日／武蔵村山市の令和

武蔵村山市（東京都）
いづくり研修会に、当財団が講師とし
第

層・第

層ＳＣが参加。事前に受

て協力した。協議体メンバー

力。参加者 名。同市では、第 層協

1

名と、

2

1

議体のメンバーを第 層協議体代表者

20

と第 層ＳＣとする形で再構築してお

いたいとの話も出たため、勉強会で使

えるツールとして、財団の「ＮＥＸＴ」

層協議体

（岡野）

動画や埼玉県制作のアニメーションを
紹介した。

美里町（埼玉県）

日／美里町大沢地区の第

が開催され、当財団もオブザーバー参

質疑応答では、空き家を活用した居

的理解を深めるために、今回の協議体

体制整備事業についてあらためて基本

り、全体の意識統一のために生活支援

的に実施するかを検討するためアドバ

移動販売の試験実施の総括と今後継続

援を中心に議論しており、コンビニの

加した。同地区ではこれまで買い物支

場所の事例、草刈り機を使った場合の

ため議論となったが、まずはモデル地

利益の問題がある一方、ニーズもある

イスを求められたもの。コンビニ側の

が開催された。
最初に、第 層ＳＣから活動報告と
今後の予定、第 層ＳＣから協議体の

格実施にあたっては、アンケート等で

「出された質問そのものが参考になっ

前にアンケートで聞き取り、事業の概

ニーズ調査を実施し何に困っているか

域のサロン実施日に継続実施すること

要や、要望の多かった担い手確保等に

を把握した上で検討してほしいこと、

活動報告が行われた。その後、当財団

同市では、協議体向けに継続的に現

ついて先進事例を紹介しながら進めた。

た。こうした意見交換や情報提供を続

場視察も行っている。コロナ禍ではあ

質疑応答では、「住民に自分事として

また、移動販売は買い物に集まった人

財団からは、今後の買い物支援の本

るが方法を検討し実施していきたいと

の集いの場にもなることから、それを

となった。

のこと。今後、視察先や方法等につい

考えてもらうには」「男性のサロン参

利用して何かできないか考えるなど、

から講話を行った。聞きたい内容を事

ても財団から情報提供を行う。（岡野）

加を促すには」等の質問に対しての参

けてほしい」との声があった。

1

2

見交換が行われた。参加者の感想では、

保険のカバー範囲等について質問や意

けた質問に関連する事例を紹介し、質

2

3

疑応答を行う形で進めた。

2

17
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9

7
1

考事例も紹介した。地域で勉強会を行

2022.2

27

南から
北 から

回目の住民

活動の組み合わせも考えてほしいこと
を伝えた。
日／美里町松下地区で

回の住民勉強

の意義と多様な助け合い活動の事例を

入れながら、「目指す地域像をみんな

議体で、昨年 月から
会（地域のささえあいを考える会）を

で考えるところから始めよう」と伝え

た。講演の途中でアイスブレークも兼

実施し、手上げで協議体への参加を募
り編成された。

ねて助け合い体験ゲームを行い、助け

合いの楽しさも実感してもらって進め、

今回は第 回目となる協議体の集ま

質疑応答も活発だった。終了後、

名。

りで、これまでオンラインで協力して

名

いた当財団は初めての現地参加となり、

の女性が「自分たちの地区で具体的な

今回は、助け合いが必要であること、
自分たちでもできる助け合い活動があ

協議体の具体的な取り組みについて再
回のペースで開催していく
（髙橋）

（鶴山）

層協議体向け勉強

として当財団も協力。勉強会の企画の

最初に同市職員から市の現状と制度

とが目的。

助け合いの必要性を理解してもらうこ

2

説明等が行われ、続いて財団から事業

目指す地域像を共有し、住民に働き

している様子が伝わってくる。

くためにいろいろな検討を重ね、工夫

交換しているが、住民主体を進めてい

同市には昨年から情報提供し、情報

アドバイザー派遣事業で当財団が講師

（岡野）

活動している同町大沢地区から話をし

われ、山梨県のアドバイザー派遣事業

会の事前打ち合わせがオンラインで行

日／韮崎市の第

韮崎市（山梨県）

ていこうと共有した。

持ちが冷めないうちにバックアップし

きた。担当行政やＳＣにつないで、気

2

ため、現状や課題を共有した。

た勉強会の 回目が行われ、岩手県の

日／滝沢市の 層づくりを目的とし

滝沢市（岩手県）

アドバイザー派遣事業に協力

こととなった。

今後は月

る こ と に 気 づ き を 得 て も ら う た め、
年後を考えたときに不安に思うこ

話し合いを始めていきたい」と言って

「
と」「その課題を解決するために必要
な活動」について話し合ってもらった。
年後については移動や買い物、孤立

化に対する不安が大きく、必要な活動
は移動販売や乗り合いタクシーでの買
い物ツアー、サロン等だった。
層協議体として

1
として協力した。 回の勉強会のうち、

思を確認する予定。
大野市（福井県）

圏域目となる第 層協
2

28

2022.2

3

てもらい、協議体の様子をリアルに感

次回は、すでに第

2

今回は生活支援体制整備事業の意義と

1

6

10

1

度整理を行った。参加者の協議により、

加者

勉強会が開催され、当財団も協力。参

2

じてもらった上で協議体への参加の意

2

日／大野市上庄地区協議体は、市内

圏域のうち

6
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9

1

23
10

10
8 15

った地域もあった。例えば住民の声を

ら他の自治体の事例を情報提供。今後

現状の課題等を整理しつつ、財団か

層

聞く事例等を紹介し、工夫しながら具

の展開について検討した。今回の内容

層・第

とで、住民主体の理解と協議体の役割
体的に動き出すことで、成果も課題も

を踏まえ、引き続き今後の具体的な計

インで同市の担当者、第

の理解を一つずつ広げていこうと共有

見えてくることを共有した。さらに、

画をまとめて実践につなげる予定。

ているが、コロナ禍で動きが少なくな

した。勉強会では、財団の講話、グル

居場所や有償ボランティアなどの助け

かける具体的な取り組みをしていくこ

ープワーク等に加え、来年度の話を織

合い創出までの各プロセスにおける事

ＳＣと状況を確認した。

り交ぜて今後につなげること、また、

（長瀬）

住民フォーラムについて周知し、協議

幸田町（愛知県）

日／愛知県のアドバイザー派遣事業

活動状況や先進事例について発表し、

に伴い、幸田町の行政担当者、ＳＣへ

意見交換では、各第 層協議体から

以降に勉強会を実施する方向となり、

それに対して鶴山、斉藤氏、小林氏か

（鶴山、三上）

支援体制整備事業を推進するために今

年度の計画をまとめる。

（長瀬）

年度内に関係者の意見交換を行い、来
もらえた」「今後もＳＣや住民の悩み

東郷町（愛知県）

参加者からは、「意見交換で勇気を

を深めてもらった。

に、事例を交えてアドバイスしてもら

回の支援を実

える研修の機会が欲しい」との感想が

日／愛知県のアドバイザー派遣事業

名、協議体メ

層ＳＣ

により、東郷町の生活支援体制整備事

層ＳＣ、第

聞かれ、今後の実践につながりそうな

今後の進め方について検討。今年度中

自治体の事例など情報提供とともに、

包括、町社協の意見交換に参加。他の

年度内の協議体編成を想定した行政、

ンバー、市担当者、南アルプス市ＳＣ

（鶴山、三上）

事業推進の取り組みに協力。今回は、

鶴山と三上。
多治見市（岐阜県）

日／岐阜県のアドバイザー派遣事業
による多治見市の支援に伴い、オンラ

13

鶴山から「助け合い創出

ると何かが見える」として講義。第

2

始めてみ

研修となった。引き続き支援していく。

1

として、笛吹市への第

21

施した。参加者は、県担当者、同市第

日／山梨県のアドバイザー派遣事業

笛吹市（山梨県）

財団としても引き続き支援していく。

月中旬

例を紹介した。

2

体メンバーに運営に携わってもらうこ

1

のヒアリングを実施した。今後、生活

となどについて話し合った。

2

ら質問やコメントをして参加者の理解

1

の斉藤節子氏と小林陽一氏、当財団の

7
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1
1

層が地区ごとに多様な取り組みを始め

2022.2

29

南から
北 から

層

月にアドバイザー派遣事

（長瀬）

の勉強会開催に向けて準備を進める。

日／昨年

西海市（長崎県）
業で勉強会を支援した西海市の第

層ＳＣは配置されたば

協議体が開催され、当財団もオンライ
ンで協力した。
西海市の第

「プログラム・アイデア」「協議体の
役割」についてグループワークで話し
合い共有。各グループからミニフォー
ラム開催に賛成するとともに、いろい
ろな意見が出された。
財団から、出された素晴らしいアイ
デアをできるだけ計画に反映できるよ
うに、また、ミニフォーラムの参加者
ること、やる気のある住民をしっかり

をその後どう生かすかも念頭に計画す

や助け合いの効果、ＳＣと協議体の役

生かしていくことの大切さを伝えた。

月の勉強会では事業の意義

割等を共有した。その後、住民に働き

また、助け合いを広げ、つながりを増

30

2022.2

パネル編

２冊セットのみでの頒布となります。

提言・
ポスター編

TEL（03）5470 -7751
お申し込みは １セット2,000円（税込み）送料別途
当財団まで ※『パネル編』『提言・ポスター編』の

かりで、

月に

かけて理解を広げようと、今年

やし広げていくこと、持っている力を
生かし合うことで幸せを実感できる人
たちが増えていくこともミニフォーラ

鶴山芳子、三上宗佑、長瀬純治）

（本稿は、岡野貴代、髙橋望、

（鶴山）

会議では、これまでの振り返りとし

減少等の厳しい現状をミニフォーラム
でしっかり共有し、助け合いが必要だ
と感じた人を掘り起こしていくことや、
住民の声を聞くことの必要性を伝えた。

今後も支援していく。

ムで住民と共有していこうと伝えた。

て行政担当者と第

層ＳＣから報告が

開催を計画している。

中心地の西海地区でのミニフォーラム

2

また、「フォーラム開催についての意

発言要旨

● 全体シンポジウム

2

あり、財団からは、過疎高齢化や人口

1

『助け合い大全ʼ21』
『提言・ポスター編』目次

10

10

見」「何を伝えたいか」「参加対象」

いきがい・助け合い
サミット in 神奈川

ご活用ください

1

15
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●
「いいね！ 」上位20作品のご紹介

ポスター編

● ― 神奈川サミット分科会の手引き―

多様な課題にどんなヒントを提供したか
提 言 編

南から
北 から

● 分科会１〜34

「いきがい・助け合いサミット in 神奈川」を振り返って

ご支援ありがとうございます。

矢吹 道徳

ツノダ ユミコ

福島県

戸田 公明

大久保 孝信

岩手県

広山 麗子

金澤 勉

加藤 聖治

鍵政 弘子

北海道

菊地 多鶴恵

石井 榮一

阿部 美佐子

千葉 県

山田 礼子

平野 方紹

平澤 やす子

濱田 純一

沼田 諭子

丹澤 明子

田中 達夫

清水 勇男

太田 昭

神奈川県

匿名希望

吉原 初江

山﨑 威司

藤田 庄子

名執 雅子

坂井 元嗣

奥野 麻美子

滋賀県

三宅 修司

藤田 清正

三重県

堤 孝雄

愛知県

古川 静男

寺内 のりよし

高知県

田中 茂利

菅谷 雄一

植木 茂

佐藤 幸策

広島県

埼玉 県

湯川 基子

藤 一男

奈良県

播村 昭子

鈴木 裕子

大泉 喜代子

大石 芳野

姉崎 猛

東京都

石田 義愛

山梨県

茂木 克美

箕輪 久美子

福江 孝夫

高橋 秀和

妹尾 信二

西井 久

二井矢 道生

高橋 度

髙橋 愛子

大阪府

小中 敬三

加地 保裕

京都府

村 哲夫

丹澤 泰夫

古賀 啓子

件）

西原 清隆

田所 裕二

長野県

田中 三枝子

福岡県

山田 真幸

谷本 憲一

横地 泰公

音順）

さわやかパートナー法人（

万円）

万円）

竹内 弘（

件）

（

（

万6900円）

万円）

ボランティア・ベンダー協会
（ 万6706円）

ほっこり倶楽部（

平澤 やす子（

万円）

堤 孝雄（

川淵 三郎（

一般ご寄付（ 件）

音順）

サントリービバレッジソリューション株式会社

医療法人ケイセイ会パークサイドクリニック

沖電気工業株式会社ＯＫＩ愛の募金事務局

株式会社エーシーエ設計

音順）

日〜 月 日財団受付分） ※なお、自動振替の場合等、処理日と財団受付日にずれが出て掲載時期がずれる場合がありますことをご了承ください。

さわやかパートナーは、本財団の趣旨にご賛同いただき、財政的・精神的にご支援くださる賛助会員の皆様です。
会費は寄付金の一種として大切に活用させていただきます。
新規ご入会の会員の方、会員をご継続いただきました皆様も毎号ご紹介いたします。
また、個別のご寄付をいただきました皆様もご紹介させていただきます。
（敬称略）（2021年 月

さわやかパートナー個人（

群馬県

（都道府県別

市村 雅昭

北田 仁則

50

50

22/02/01 17:21
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4

1

高橋 恵理

2022.2

31

13

1

6

1

30

4
42

31

50

12

67

12

苫米地 正章 さん（

職員訃報

故

歳 没）

お亡くなりになりました。苫米地さ

んは、大手商社で活躍し退職された

後、1998年からボランティアス

タッフとして財務グループ、グルー

プホーム推進グループ、組織づくり

支援事業、地域ネットワークづくり

推進事業、社会参加推進事業など、

時代ごとに当財団が注力した事業に

関わり、精力的に活動していただき
ました。

また、得意の写真撮影の技術を生

かして、当財団の主要な行事での撮

影記録を残していただいており、当

財団にとって貴重な記録財産となっ

謹んでご冥福をお祈り申し上げま

ています。

すとともに、これまで故人にお寄せ

いただきましたご支援に心より御礼

申し上げます。

32

2022.2

松浦 正和（ 万円 ）

地域助け合い基金ご寄付（ 件）

れた苫米地正章さんが、 月 日に

3

松原 彰雄（ 万円 ）

当財団で 年以上にわたり貢献さ

85

1

（ご寄付日付順）

◎詳しくは、
34ページをご参照ください。

20

4

個人会員、企業・団体等の法人会員ともに、
どなたでもお申し込みいただけます。
また、税制優遇措置もあります。

宮中 会（ 千円）

さわやか福祉財団は、
皆様のご支援によって
活動しています

渡辺 由美子（1636円）
15

米田 俊子（ 万円 ）

万円）

万円）

20 5

匿名希望（100万 円 ）

つくりませんか？

日常生活支援あつべつ・たすけ愛ふくろう
代表 澤出 桃姫子（ 万円）
匿名希望（

ぜひご支援ください。

匿名希望（ 万円）
匿名希望（ 万7600円）

（賛助会員）として、

1

2

8

1

1 60

誰もが安心して暮らせる
地域共生社会を

22/02/01 17:21
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匿名希望（

さわやかパートナー

37

私たちと一緒に、

送付先

〒105 - 0011 東京都港区芝公園 2 - 6 - 8 日本女子会館７階
公益財団法人さわやか福祉財団
『さぁ、言おう』編集部宛
FAX：
（03）5470 -7755 E-mail：pr@sawayakazaidan.or.jp

投 稿 募 集

やす子さん

歳

一人でも多くの人が
幸せに
平澤

年前、
寄付の第 号は…

豊彦さん

歳

愛知県

80

を思いながら、一人でも多くの人が幸

いらっしゃる、でも何もできない自分

とき、この寒空の下、凍えている方が

一日の終わり、暖かな布団に入った

演をお願いした。私と家内のわずかの

立ち上げの思いを書いて送り、基調講

り、無謀にも堀田会長の事務所に団体

けた。準備も進み、いざ設立総会とな

ボランティアを立ち上げるお誘いを受

年前の、感動の思い出です。あり

た。

号の寄付として堀田会長からいただい

上げの費用にしてください」と、第

当日講演料をお渡しすると、「立ち

講演料も用意した。
わずかな会費、寄付くらいです。
コロナ禍、どうぞ皆様ご自愛の上、
ご活躍くださいますようお願い申し上
げます。
あなたの暖かいお気持ちが、多く
の幸せをつくり出します

1

して地域の支え合い協議会を通しての

せでありますようにと願う毎日です。

郷に戻った。そんなとき、時間預託の

の診断を受け、定年をかなり残して故

病により第一線での勤務は難しいと

近藤

1

私にできることは、生協、町内会、そ

に、ただただ感謝です。

ございます。携わってこられた皆様方

さわやか福祉財団 周年おめでとう

埼玉県

80

がとうございました。

近藤さん、覚えています

22/02/01 17:21
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30

25

25

Tsutomu Hotta

2022.2
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『さぁ、言おう』は皆様の声を
社会につなげる問題提起型情報誌です。
ぜひ皆様の声をお寄せください。

私たちはふれあいあふれた地域づくりを支援しています

さわやか福祉財団の活動をぜひご支援ください。
『さぁ、言おう』はみんなで新しい社会のあり方を考える問題提起型の情報誌です
■さわやか福祉財団の活動をさわやかパートナーとしてご支援ください。
個 人
年会費

Ａコース

法 人
年会費

Ａコース

▲

Ｂコース

▲

『さぁ、言おう』を毎月お手元に
お届けいたします。
さわやかパートナーは、さわやか
福祉財団の理念と活動に共感して
会員としてご支援いただく賛助協
力者の皆さんです。

（1 口）

Ｂコース

10,000 円
3,000 円
100,000 円
20,000 円

公益財団法人さわやか福祉財団の会費は、特別な特典を付与するもの
ではない賛助会費であり、寄付金の一つの形です。
■寄付金は税金の控除対象となります。
さわやか福祉財団へのご寄付は、所得税、法人税等の控除対象となります（所
得税の寄付控除額の上限は所得の40％−2000円）。

一般ご寄付を
いただく場合の
お振込口座

口座名義：公益財団法人さわやか福祉財団
郵便払込 ００１２０- ９- ６６８８５６※

三菱ＵＦＪ銀行 浜松町支店 普通預金 口座番号３７３１７１４
りそな銀行 芝支店 普通預金 口座番号１１７４２９７

※手数料不要の郵便払込取扱票をご用意していますのでお申し出いただければご郵送します。

＊いずれもお問い合わせは、編集部あるいは社会支援促進チームまでお気軽にご連絡
ください。
（mail@sawayakazaidan.or.jp）
はり絵・池田げんえい

「けやき坂の小鬼」

「紺碧の空」

編 集 後 記 ●コロナ禍のエッセンシャルワ

ーク、ＡＩが進む社会と助け合いについて、
理事長が巻頭言で書きました（Ｐ２～）。

●「挑む
我らの地域づくり」は大阪市
東成区。区民と一緒に助け合いづくりを進
める第１層生活支援コーディネーター島岡
さんの思いと、活動会員、利用会員の方々
を取材しました（Ｐ４～）。 ●「活動の現
場から」は山梨県甲斐市敷島台。体制整備
から助け合いが創出されました（Ｐ９～）。
●時代が変わっても、人は、人との出会い
によってつくられます（Ｐ20～「老いの暮
らしを創る」）。
2022.2

2月号-最終頁.indd 1
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ひと 新

りごと

！
こんなふうに役立っています
こん
ん
う
て
子
禍で配
食

発 行 人 清水肇子
発 行 元 公益財団法人さわやか福祉財団
〒105 - 0011
東京都港区芝公園2- 6 - 8 日本女子会館 7 階
Tel（03）
5470 - 7751 Fax（03）
5470 - 7755
E-mail pr@sawayakazaidan.or.jp
https://www.sawayakazaidan.or.jp
Printed in Japan

神奈川県
藤沢市

ゆるやかにつながり、有用
な支援につなげるため、近隣市民と協働で
居場所を立ち上げ、生活支援も実施
立ち上げ期の賃借料とインターネット利用料を助成

米・食材代、炊飯器購入、
光熱費等を助成

中山間地の助け合いとして、
群馬県
移動支援や草取り等の有償 高崎市
の助け合い活動を立ち上げ

有償ボ
ランテ
ィア団
体
立ち上
げ

朝、子どもを保育園に預ける若いパパを多く見かける
ようになりました。地域の人々も自然に子どもと交流
できる環境づくりをもっと進めていきたいものです。

コロナ禍の影響を受けている家庭に
夕食と休校中の昼食を配布し、新た
な子ども食堂利用者やボランティア
参加等の効果

東京都
狛江市

福
祉
・
教育関
係者が
居場所
と支援
を開始

コロナ

●公益財団法人さわやか福祉財団理事長

2月号
通巻342号 2022年2月10日発行
（毎月1回10日発行）
表 紙 絵 池田げんえい
イ ラ ス ト すずきひさこ
レイアウト 菊池ゆかり
印 刷 所 日本印刷株式会社

あなたの気持ちを助け合いの力に活かしませんか？

ども食
堂が

清水 肇子

自分のためなら面倒なことでも

人のためだからこそ自然に体が動くこともある

自分だけでは踏み出せなかったことも

誰かに背中を押してもらってできることがある

そんな不思議な力を与えてくれる人と人とのふれあいは

どんなに時代が進んでも︑やっぱりみんなで大切にしたい

助け合いを
広げよう！

立ち上げのための事務用品費・通信費を助成

ご支援、ご寄付を
どうぞよろしくお願いします。
財団ホームページ内
基金関連ページ

無断複写・無断転載はご遠慮ください©

※詳細は、裏表紙をご参照ください。
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2022

令和4年2月10日発行（毎月1回10日発行）

通巻342号

「地域助け合い基金」で

● 2022年

人生100年時代 共生社会の生き方情報誌

コロナ禍を乗り越えて共生社会へ

皆様からのご寄付をお待ちしています

月号 ●

2

2
令和 年 月 日発行
︵毎月１回 日発行︶

さぁ︑言おう

4

10 2

10

通巻 号

342

発行人 清水肇子
発行元 公益財団法人さわやか福祉財団
東京都港区芝公園2︲6︲8
日本女子会館７階

〒105
-0011

02

さわやか福祉財団
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1．寄付金の使途
共生社会を推進するため、助け合い活動の支援に活用させていただきます。
助成の対象は、地域で暮らす人同士の助け合い活動であり、新たに団体を設
立する場合のほか、新たに活動を広げる場合やコロナ禍に対応して特別な助け
合い活動を行う場合も含みます。
高齢者、子ども、認知症、障がい、生活困窮の方々、刑余者、外国人、ケア
ラーの支援ほか、分野は問いません。ただし、日本国内の活動に限ります。
本基金は、支援したい市区町村（区は東京都の特別区）をご指定いただけます。
2．税制上の優遇措置
当財団にいただいたご寄付は、税制上の優遇措置の対象となります（当財団
発行の領収証が必要となります）
。
3．ご寄付の方法
（1）銀行振込によるご寄付
三 井 住 友 銀 行 浜松町支店 （普通） 口座番号 7859452
三菱ＵＦＪ銀行 浜松町支店 （普通） 口座番号 0095446
（口座名義 ※いずれも同様）
公益財団法人さわやか福祉財団 地域助け合い基金
※銀行お振り込みの場合は、送金者の情報がカタカナ表記のお名前のみとなるため、
当財団発行の領収書が必要な場合や地域の指定をご希望の場合は、お手数ですが
「寄付申込書」を当財団宛お送りください。当財団へのお電話でも承ります。

（2）郵便振替によるご寄付
（口座記号番号） 00110−7−709627
（加 入 者 名） 公益財団法人さわやか福祉財団
※通信欄に、ご指定がある場合の市区町村名 ( 区は東京都の特別区）と、ひと言応
援コメントなどをご記入ください。また、手数料不要の払込取扱票をご用意してい
ますので、お申し出いただければ郵送いたします。

（3）クレジットカードによるご寄付
19ページのＱＲコードもしくは当財団ホームページよりお申し込み下さい。
助成応募については、当財団ホームページをご参照ください。
「寄付申込書」「パンフレット」なども、ホームページからダウンロードできます。

＜寄付・助成のお問合せ＞
地域助け合い基金担当

電話：
（03）5470 - 7751 ＦＡＸ：
（03）5470 - 7755
メール：tasukeai-kikin@sawayakazaidan.or.jp

22/01/31 10:56

