
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容／年間 平成２９年度 平成３０年度 

掃除・整理整頓 3355.5 時間 2,437 件 2995 時間 2,275 件 

洗濯 3.5 時間 2 件 30.5 時間 19 件 

調理 222 時間 149 件 114 時間 87 件 

買い物 561.5 時間 502 件 479 時間 442 件 

話し相手 26.5 時間 26 件 0 時間 0 件 

身の回りの世話 35.5 時間 28 件 29 時間 31 件 

付き添い 246 時間 151 件 126 時間 70 件 

各種代行 20.5 時間 25 件 8 時間 11 件 

簡単な修理 141.5 時間 57 件 55 時間 25 件 

草取り 621 時間 226 件 451.5 時間 144 件 

庭木剪定 227 時間 67 件 154.6 時間 54 件 

ペット等の世話 1 時間 2 件 0 時間 0 件 

移送 4094.5 時間 5,362 件 3118.5 時間 4,388 件 

パソコン 0 時間 0 件 11 時間 6 件 

その他 176 時間 237 件 75.5 時間 130 件 

      計 9732 時間 9,271 件 7647.6 時間 7,682 件 

 社会福祉法人 狭山市社会福祉協議会（令和元年度） 

 

◆◆活動実績報告◆◆ 

提供会員の減少
が続いています。
利用会員からの
要望に応えてい
くため、新たな 
提供会員の紹介
にご協力くださ
い！ 

 
 

 ささえあいだより Ｒ１ 第２号 －１ 

◆会員数報告◆ ※各年度、末日の会員数になります。 

 
 

 

28 年度 29 年度 30 年度 

３０年度は２９年度に比べて、活動時間・活動件数ともにおよそ８割となりました。 
３０年度活動種類の中で、一番依頼件数が多いのは移送サービスです。 

全体の ６割近くになります。ニーズが高いことがわかります。 



普段の安全確認の様子 

（アルコールチェック） 

移送活動部会および交通安全教室のご案内 

過日、園児や児童を巻き込む死亡事故のニュースが報道されました。それ以降も、連日

のように交通死亡事故が全国で多発しております。 

「ささえあい狭山」におきましても、現在、安全に対す

る取り組みを強化している中で、交通安全にかかる  

ルールを再確認し、事故の加害者や被害者にならないた

めの注意点を学ぶための研修講座を企画します。 

「ささえあい狭山」において移送活動をしている提供

会員の方は、皆さまのご予定をご確認の上、ぜひ参加し

ていただきますようよろしくお願いします。 

 

日 時：令和元年８月２２日（木）１６時００分 

から１８時００分 

場 所：社会福祉会館 ３階 大会議室 

出 欠：準備の都合上、７月３１日（水）までに 

事務局（☎０４－２００３－３８４３）までご連絡ください。 

備 考：終了後には、親睦会を予定しています。ぜひ、ご参加ください！！ 

ささえあい狭山会員向け「あいサポーター研修」 

 

 

 

 

日 時：令和元年９月２０日（金）１５時００分から１６時４５分まで 

場 所：社会福祉会館 ３階 大会議室  

定 員：２０名（参加費無料） 

申込み：事準備の都合上、９月１３日（金）までに 

事務局（☎０４－２００３－３８４３）までご連絡ください。 

２― ささえあいだより Ｒ１ 第２号 

前 回 の 様 子 

不明な点等ありましたら、事務局にお問合せ

ください。 

不明な点等ありましたら、事務局にお問合せ

ください。 
障がいのある方が困っていることなどを理解して、障がいのある方に対してちょっとした手助け

や配慮を実践することにより、障がいのある方が暮らしやすい地域社会（共生社会）をみなさんと  

一緒につくっていく運動で、平成２１年１１月に鳥取県で始まりました。 

あいサポート運動とは 

ぜひ多くのご参加 

をお願いします！ 



〖次回開催のお知らせ！＆出展者大募集！！〗 

交流促進部会 朝市と地域交流会報告 
 

梅雨の影響もなく春の朝市は 6 月 5 日（水）に開かれ

ました。 

  春とはいえ、採りたて野菜類は鮮やかに自然の恵みを

受けた赤かぶ等初夏の雰囲気でした。今回から野菜類も

空調の効いた会場屋内に並べて整然として開かれました。 

 また今回は手作りドーナツも並び試食販売もあり好評

でした。初めてですが新しい出品があると会場の雰囲気

ががらりと変わります。作る過程で油の処理等でいろいろとご苦労があったようです。 

 ミニうどんはいつもどおりに出し切れでした。よち 

よち歩きのお子さんを連れたお母さんは食べさせよう

としてお皿を持って後を追うように動いていました。 

歴史のある朝市ですが、地域交流もめざして行事名を

今回から変更しました。さらに充実させたいと思ってお

ります。 

次回の夏の朝市はブルーベリーが並びますので、ぜひ

お楽しみに！！                            

交流促進部  海老澤 

 

交流促進部会 朝市と地域交流会の予告 

 

 

日 時：令和元年７月１０日（水）１０：００～ 

場 所：富士見１丁目自治会館 

出店物：・新鮮野菜 

・五目おこわ・打ちたてお蕎麦・打ちたてうどん 

・ブルーベリー等 

出 店：朝市に出店したいという方を募集します！ 

    関心のある方は、お気軽にご連絡ください。 

問合せ：☎04-2003-3843 

 

 

 
 

3― ささえあいだより Ｒ１ 第２号 

不明な点等ありましたら、事務局にお問合せ

ください。 

狭山市駅 

西口ロータリー 

  
サンク

ス 

富士見 1 丁目

自治会館 

 
毎年恒例のブルーベリー 

の販売があります♪ 

行列ができるほどの 

大人気商品です！！ 



   

 

    

 

 現在、狭山サミットの開催に向けて、住民や関係機関のみなさま 

と共に、企画準備を進めています。狭山から全国に発信したいこと、 

これからの狭山の活動のヒントになること等、各自アイデアを出し 

合い形にしていきます。 

 今後、内容が決まっていくものや、申込み方法などについては、 

随時お知らせいたします！ 

 

【日 時】２０２０年１月２５日（土）～２６日（日） 

【会 場】狭山市市民会館 他 

【参加費】6,000 円（市民は 4,000 円）交流会は、別途 5,000 円 

【内 容】１．開会式 ２．基調講演  

３．分科会＜テーマ＞居場所／子育て／福祉教育／地域づくり（生活支援） 

          権利擁護／多文化共生／地域活性化（まちづくり）等 

     ４．全体会 ５．交流会     

（※内容は変更する場合があります。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４－ ささえあいだより Ｒ１ 第 2 号 

 

 

活動報告 

平成３１年３月           平成３１年４月       

◆会員数     ３９９名      ◆会員数     ４１４名  

利用会員数   ３２６名       利用会員数   ３４０名  

提供会員数    ７３名       提供会員数    ７４名 

（新規０名  退会１１４名）     （新規１８名   退会０名） 

◆活動時間    ５７７．６時間   ◆活動時間    ６１７．１時間   

移送      ２５１．０時間    移送      ２６３．０時間   

掃除・整理整頓 ２１７．５時間    掃除・整理整頓 １９０．５時間   

上記以外の活動 １０９．１時間    上記以外の活動 １６３．６時間 

  

社会福祉法人 

狭山市社会福祉協議会 
 
 
 

〒350-1305 

埼玉県狭山市入間川２－４－１３  

電話 ０４－２００３－３８４３（直通） 

   ０４－２９５４－０２９４（代表） 

FAX ０４－２９５４－４３４３ 

開業時間：月曜日～金曜日（祝日は休み） 

     午前９時～午後５時 

E-mail  sasaeai@sayama-shakyou.or.jp 

 

  

市民交流センター スカイテラス 

中央図書館 

社会福祉会館 

西口 

 

狭山市役所 

ささえあい狭山 事務局 

○ささえ合い ○やさしい心で ○まちづくり 

（第 39回社会福祉大会スローガン） 

当日の運営にご協力 

いただけるボランティア 

さんも募集中です！ 

 

狭山サミットとは？・・・小地域福祉活動に取り組む実践者同士 

（通称:狭山サミット）   の交流と全国の実践を学ぶ場です。 


