集

特

いつまでも いきいきと
地域で活動しませんか

住み慣れた地域で支え合いながらいきいきと活躍できる
社会の仕組みです。
「自助」を基本に、地域の「互助」や医療や介護、行政サービ
スの「共助」や「公助」を活用しながら、豊かな生活を送るこ
とが出来る地域づくりを進めています。

動の中から、自分たちでグループを立ち上げ、楽しみながら介護予防体操（10の筋力トレーニング）
と仲間づくりを行う自主グループ「2・4火曜会」
を紹介します。

〜ボランティアをしませんか〜
家事支援や外出支援などのホームヘルプ
サービス、食事サービス、日常生活相談などの
を提供する協力会員として、60歳以上のボラ
ンティアも多数活躍しています。始めたばか

仲間同士で情報交換もしています。

りの方でも安心して活躍できるよう、さまざ

▲調理協力会員

まな研修や支援を行っています。

はがきをみんなで見て、
特殊詐欺の

問 調布ゆうあい福祉公社☎481-7711
■

注意喚起をしたこともありました。

10の筋力トレーニン
グはゆっくりな体操
ですが、
良い運動にな

協力会員の声

お弁当洗浄
協力会員

調理とお弁当配達の協力会員

ります。

（深大寺東町1‑9‑4）

【調布ゆうあい福祉公社協力会員】

在宅福祉サービスを行っています。サービス

例えば、
実際に届いた架空請求の
問高齢者支援室☎481-7149
■

日 毎月第２・４火曜日
■
時 午前10時30分〜正午
■
所 深大寺こもれび
■

こんな活動もあります

地域包括ケアシステムとは

市では、
「地域包括ケアシステム」を推進しています。今回は、その仕組みの一部である介護予防活

２・４火曜会
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中島さん

義母と同居していたため、介護に関する情報を得

問 社会福祉協議会
■

ようと思い、協力会員になりました。おかげで安心し

☎481‑7693

て母の介護をすることができ、今は恩返しの気持ち

午前11時15分

で活動を続けています。活動は、職員のフォローがあ

（45分間）

午前10時30分

るので安心して続けることができます。

おやつと
おしゃべりの
茶話会

（45分間）

介護予防体操
（10の筋力
トレーニング）

▲配食サービスの協力会員

【老人クラブ】
公園清掃などの社会奉仕活動や、輪投げ、

家から近いので、
無理なく
続けられます。

ペタンク、グラウンドゴルフをはじめとした
健康増進活動、カラオケや囲碁などの生きが
いを高める活動などに取り組んでいます。調
布市老人クラブ連合会は今年で創立50周年
を迎え、市民公募により、愛称が「さるすべり

10の筋力トレーニングとは

シニア調布」に決定しました。現在、市内に35
のシニアクラブ（老人クラブ）が活動してい

この体操は「生活に必要な動作を10年後も変わらず出

問 社会福祉協議会☎481-7693
ます。 ■

来ること」を目標に、歩く・立つなどの日常動作に応じた筋
肉を、10種類の簡単な筋肉トレーニングで鍛えます。仲間

参加者の声

同士で集まり、
自分たちで取り組むことができます。

トレーニングは

かね

調布市老人クラブ連合会長

講座
「簡単！10の筋力トレーニング

真剣です。

老人クラブの輪投げ大会

おさらい会」
の詳細は、
５面参照。

友人が
増えました。

こ

兼子さん

仲間づくり、地域づくり、自分づくりの活動を楽

体操後に、
お茶を飲み、
おしゃべりをする

しみながら行っています。健康活動や文化活動、地

時間も楽しみです。

域や高齢者制度などの学習活動や、地域の清掃・高
齢者施設との交流などの地域貢献活動を行ってい
ます。
とてもやりがいがあり、有意義です。

「２・４火曜会」はこうして立ち上げました
地域支え合い推進員や地域包括支援センターと一緒に、自分たちでグループを立ち上げ、
趣味や健康活動などを行っている自主グループがあります。
「２・４火曜会」
もその一つです。
下記のように、サポートを受けながら、自分たちで活動内容を決め、グループを立ち上げました。

仲間と一緒に
体操を続けたい！

が実施した「簡単！10の筋力ト
レーニング講座」に参加しまし
た。
「 これは続けてみたい」と思
い、友人･知人に声を掛け、この会
を立ち上げました。
２・４火曜会代表 室岡さん

活動場所を地域支え合い
推進員さんに相談
活動を続けやすいように自
宅から通いやすい場所を探し
ていました。そこで、地域支え
合い推進員に相談し、活動場
所・内容などをメンバー全員で
考えました。

地域の「あったらいいな」の実現をお手伝い
それぞれの地域で、皆さんの居場所になるような活動や気軽に集
まれる場所ができればいいなと思っています。
「 こんなことをやっ
てみたい」
という声を実現するために、
私たちが一緒に考えます。

きっかけ

近くの地域福祉センターで市

私たちが
始めました

相 談・
支援

立 ち 上 げ・
活動

私たちが
サポート
します。

地域支え合い推進員 浜口さん

地域で出前講座をやっています
それぞれの地域で活動する自主グループの立ち上げ・活動に関
する相談も受け付けています。10の筋力トレーニングとはどのよ
うな運動か、体操の効果や日常の動作にどのようにつながってい
るかをお伝えしています。
地域包括支援センターはなみずき 田中さん

J:COM（デジタル111ch）
「テレビ広報ちょうふ」

〈5日号〉 11月５日〜11日 イベントレポート「PICK UP!ちょうふ」、職員インタビュー など
放送時間 毎日正午〜、午後４時〜、８時〜（各30分）
〈12日号〉 11月12日〜19日 調布の魅力再発見「電通大展 in たづくり」、「木島平おすすめ情報」など ※特集番組により、放送時間が変更になる場合があります

グラウンドゴルフ

グループの立ち上げ・活動はこちらにご相談ください
＜地域支え合い推進員＞
社会福祉協議会
＜地域包括支援センター＞
名

称

電 話 番 号

みんなで楽しく活動しています

はなみずき

☎ 441 − 5763

友人や近所の人を誘って仲間を増
やし、今ではメンバーが17〜18人に
なりました。１回の参加者も常時10人
くらいになり、にぎやかに活動してい
ます。また、メンバーそれぞれが役割
を持ち、みんなで運営をしています。

ちょうふの里

☎ 441 − 6655

せいじゅ

☎ 483 − 1358

ちょうふ花園

☎ 484 − 2285

調布八雲苑

☎ 484 − 8011

至誠しばさき

☎ 488 − 1300

ときわぎ国領
ゆうあい
つつじヶ丘
仙

川

☎ 481 − 7693
担

当

地

区

深大寺東町 1･4~8 丁目、深大寺北町、
深大寺元町
富士見町、西町、野水、飛田給 1 丁目、
上石原 1 丁目、下石原 1 丁目
飛田給 2･3 丁目、上石原 2･3 丁目、多摩川、
染地 1 丁目
小島町 2･3 丁目、布田 3~6 丁目、下石原
2･3 丁目
小島町 1 丁目、布田 1･2 丁目、八雲台、
佐須町 3 丁目、調布ケ丘

佐須町 1･2・4･5 丁目、菊野台 1 丁目、
深大寺南町、深大寺東町 2･3 丁目、柴崎
染地 2･3 丁目、国領町 7~8 丁目（8 丁目
☎ 050−5540−0860
1･4 番地を除く）
菊野台 2･3 丁目、国領町 1~6 丁目、
☎ 481 − 4973
国領町 8 丁目 1･4 番地
東つつじケ丘、西つつじケ丘、
☎ 03−5315−5400
入間町 2･3 丁目
☎ 03−5314−0030

仙川町、緑ケ丘、若葉町、入間町 1 丁目

午後３時30分〜（５分）※特集番組により、放送が休止・時間変更になる場合があります

