
平成30年度　地域支えあいフォーラム・足柄上（1/25）　グループワーク内容まとめ
※紙面の都合上、載せきれないものもありますのでご了承ください。

つどい 支えあい 見守り その他

・ゲートボール　ほぼ毎日 ・シルバー人材 ・民生委員活動 ・自治会活動清掃

・太極拳 ・畑の手入れ ・あいさつ運動

・短歌 ・お墓のごみ処理 ・交通安全見守り

・オカリナ演奏 ・神社の清掃

・ふれあい会年4回 ・植木手入れ

・輪投げ、吹き矢、カラオケ ・声掛け支援

・おしゃべり会 ・防災支援

・パークゴルフ ・ＪＡ南足柄支店のミニデイサービス

・いきいき体操

・カラオケ飲み会

・自治会総会

・グランドゴルフ

・ひょうたん踊り

・ウォークラリー

・もちつき

・中沼薬師堂の念仏講活動

・夏祭り

・老人クラブの茶話会

・か―ブス　健康体操

・老人クラブのゲートボール活動

・夏祭り(1回/年)

・盆踊り、バンド演奏など

・体操クラブ(1回/週)　女性中心に活動

・おたがいさまネット中家村

・おたがいさまネット岡本の活動

・近所同士の助け合い

・登校時の交通安全サポート(月～金)

・民生委員を中心に月1回～2回声かけ訪問

・月2回の登下校の見守り

・宵の口サロン(月1回)午後6時～

・ウォーキング(1回/年)　近場への散策

・太巻き寿司づくり

・南足柄地区(11地区)

　生活支援ネットワークの立ち上げに向けて

　中学校区で準備中

・交通パトロール隊、1・15日/月＆月/月 登校時見守り

・お手伝い隊　なかなか頼むことが難しいのか？

・ランタン作り（中井町で行われる「あかりの祭典」に提出 ・地域福祉会で高齢者施設の見学会

・防災訓練(1回/年)

・お一人暮らしの方へプレゼントづくり

　お届けする(見守り活動)

・こいのぼりの会(1回/年)30mの配水池にこいのぼりを立て

る

・非常食づくり講習会開催

・自治消防活動(1回/月)
・サロン活動の中でカーレットを楽しむ(月1回)

　(グループで力を合わせて)

・2ヶ月～3ヶ月に1回のふれあい会

・3か月に1回誕生会
・もちつき・うどん打ち会(毎年2月上旬)

・ふれあい木曜日(月1回木曜日)

・顔の見えるお付き合い(月1回10日開催)

・開成町各地区めぐり(1回/月)

・輪投げゲームを楽しむ(高齢者も楽しめる)

・体操教室(月2回)

・門松づくり(12月)
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つどい 支えあい 見守り その他
班名

カテゴリー

・凧作り、凧揚げの会(竹とんぼの会)

・折り紙作り

・布で人形作り
・いきいき体操(毎週月曜)

・ふれ合い体操+和おどりの会(4回/月)

・ふれ合い体操+お茶飲み会(1回/月)

・ふれ合い体操+映画上映会(DVD)(1回/月)

・ふれあい夏祭り ・自治会と民生委員が支援活動 ・総会のみが自治会全体で集まる場

・ふれあいの集い　流しそうめん ・地区社協主催　独居老人宅訪問 ・五所八幡宮春例大祭

・いきいき体操教室 ・登下校時指導 ・新年会

・元気会　体操、ゲーム ・要支援者への見守り活動 ・納涼祭

・おしゃべり茶話会 ・体風の時、独居の方は一人で怖がっていないか心配で訪 ・総会

・子ども達に昔の遊びを　コマ回し、凧揚げ

・敬老祝賀会

・敬老会弁当作り

・ユニカール親善大会

・年2回花壇の整備

・おたのしみ会、健康ウォーキング

・親睦ゴルフ

・パークゴルフ　月1回

・カラオケ同好会　月2回

・・カーレットを楽しむ会

・文化祭

・ソフトボール大会

・福祉部　月1回ふれあい会

・骨折予防体操

・秋に芋煮会

・子ども達の集い　宿題、ゲーム（水曜会）

月1回いきいき健康体操

・健康体操市包括サポート隊が指導その後でお茶のみ

・社協出前講座

・昔からの地区は隣近所での対応をしている

　ところもあります

・暫く金時隊・登下校の見守り(南足柄市内全域)

・自治会見守り有志

・年1回健康測定を行う

・おはなし会、歌、体操(年3回実施)終了後お茶飲み会 ・自治会見守り有志 ・社協の手前講座の利用をしている高齢者対象

・簡易体操会

・ふれあいサロン(カーレット/ボーリング)

・地域高齢者お茶飲み会「えんがわ」活動中体操と研修

(あそび)お茶

・ほぼ定年を迎えたメンバーで昭和のレコードを

　聞いて楽しむ会

・いきいき健康体操(健康に対する意識向上/ウォーキングをと

おして自分の健康適合の計測

・お茶会

・「えんがわ」みなみ　市内の老人を対象　歌、体操、手あそ

びの手伝い

・シルバー人材ばーばくらぶで子供の相手

・登下校の見守り　見守り隊が組織として行っている(ボラン

ティア)　毎日下校時

・自治会役員及び関連団体役員毎月2回(町教育委員

会より)

・こうした活動に対して生涯？？として仕事し

　退職年金が引き上げられることにより、中心的に

　動ける人が少なくなっている(70歳定年等ある)　・

老人会の有志で手芸や楽器演奏に取り組んでいる

・いきいき体操の開催(8回/年)

　午後から最後に楽しみのお茶タイムあり

・登下校の見守り

・見守り通常月2回程の登下校見守り活動

　(町全体で取り組んでいる)

・自治会内

　歴史散歩

福祉部　ふれあい会(8回/年)　おしゃべりとランチとレクリエー ・高齢者の買い物への通路での声かけをしている ・カラオケ同好会で歌ってお茶で楽しむ

・手芸の集い
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つどい 支えあい 見守り その他
班名

カテゴリー

・福祉の地域のつどい　地域高齢者サロン会、お楽しみ会(昔

遊び、折り紙など)

・老人会(福寿会)誕生会開催(4回/年)(食事会/ゲームの

実施(カーレット)/カラオケ)
・母子推進委員　おしゃべり会(最近は参加者が少ないようで

・ミニハイキング

生涯学習部・手芸教室(好きな人達で)、パークゴルフ

・会員のつどい

　(手芸/見学)
・カラオケ同好会 ・ゴミ出し支援 ・民生委員の訪問活動

・囲碁、将棋

・健康体操や各種趣味の会

・民生委員さんや自治会を中心に困りごとに対応

・買い物、ゴミ出し、草刈り等年数10件に実績あり

・自治会への協力

・友愛チーム活動　高齢者家庭訪問
・育児おしゃべり会

・健康体操

・行政社協の手助けが必要、若干の資金援助

・狩川の草刈りとゴミ拾い

・自治会で民生委員主体で会を作り助けあい活動をしてい

る
・おしゃベり会　年4回公民館にて ・支援者が高齢者。若い人の加入が必要 ・友愛チーム活動　高齢者家庭訪問

・精神障がい者の家族サロン 　 ・見守り活動　午後

・精神障がい者ピアノのつどい ・高齢者宅への訪問（年末にはお花を届ける）

・フリースペース（お茶、おしゃべり） ・登下校の見守り

・サロン活動 ・登下校のあいさつ運動

・ミニ体操

・ふくしの会

・バザーの開催、文化祭、桜まつり

・全世代交流お茶のみ会

・薬師堂の掃除と集い

・夏祭り

・敬老会

・地区サロン

・サロン活動　福祉の日設定

・月に1回縁側活動でお話し　折り紙を折ったりしている ・薬師堂の掃除月1回 ・年1回高齢者プレゼント（花）等を配付しながら声掛け ・自治会災害時支援活動　独り暮らしの女性

・ふれあいサロン

・育児おしゃべり会

・町内で地域差あり　住民主体の支援活動難しい ・交通安全指導

・民生委員の独居の方宅の訪問
・育児おしゃべり会 ・夜間巡回（年2回）

・ふれあい芋煮会 ・民生委員を中心に実施

・餅つき会 ・民生委員が個別に訪問して相談にものっている

・ハロウィンの集い ・輪番制で朝の登校時の交通ボランティア

・夏祭り ・下校時の交通安全

・山車巡行

・子ども太鼓

・太極拳をやってもらった

・ホットサロン活動を月1回実施（70歳以上男女）

・月1回のサロン　けんちん汁を作って食べた

・ホットサロン（自治会に来られない方の孤立化が心配）
・カラオケ同好会

・囲碁同好会

・リラックス体操
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つどい 支えあい 見守り その他
班名

カテゴリー

・正月遊び

・ハーモニカの演奏

・お茶会

・寿会

・小地域サロンを行っている　定期的に行うのは難しい

・70歳以上を対象に年1回のお食事会を実施（仙石原）

・食事会、新年会、ミニデイサービスなど

・ゴミ出し支援あり ・登下校時の見守り、声掛け（守ろう隊）

・独居老人宅訪問は年1回おこなっている（もっと行えると

良い）

・戸別支援は行っていない役員体制の問題？人数が

足りない

・高齢者対象の食事会（年2回）

・おいしいそばを食べる会

・有料でもゴミ出ししてもらって、そのお金はどうするの

か、またどういった方がやるのか

・ふくしの会

・民生委員サロン活動月1回

・生活支援はもっと自治会に応援してもらってよいので

はないか（円中地区）

・にじいろの会月1回（居場所づくり引き込もり対策） ・介護家族の支援

・車椅子レンタカーの低価格な制度化

・元気な高齢者のエネルギーの活用法

・高齢者の自宅での体力づくりの指導

・自治会事業

・福祉部事業

・地域の支え合い活動の検討は中断（社協で実施してい

る為同様の制度を）

・通学の見学隊

・パトロール

・(希望)三世代ふれあい広場、子どもの見守りｋら

相談事、話し相手

・ふれあい広場（健康体操、お茶会、映画鑑賞、踊り） ・日常生活支え合い活動 ・災害時要支援者 ・(希望)だれでもいつでも集える場所つくり

・新年のつどい ・自治会内組織 ・ふれあいサロン ・(希望）安否確認

・お正月飾りつくり ・家事支援、病院付き添い ・お茶のみ会

・どんど焼き団子つくり ・NPOまみい ・バス旅行（日帰り）

・お花見への協力 ・ボランティアポイント事業 ・ニコパト（登下校の見守り）

・和の会（料理、遠足、お茶のみ） ・ゴミ出し

・子育て広場 ・手帳帰入

・サロン「まみい」 ・3/31に商品券にかえる

・にじいろの会（おしゃべり会）

・お花見会（福祉会、自治会で実施）

・昔遊びの場づくり(和凧、ブンブン、ミニ門松）

・振込詐欺防止の寸劇会（高齢者のために）子どもも喜ん ・民生委員が一人暮らし訪問 ・登校時の見守り

・どんど焼で子どもからお年寄りまで豚汁づくり。みんなで食べて ・おたがいさまネット中家村 ・登下校時の見守り

・夏祭りで子ども会、花火大会、太鼓練習　呼びかけた ・サロンやお茶会等での話題から情報により訪問、声掛けに

つなげる

・防犯パトロール

・90歳以上の人訪問活動

・花見の会 ・道路清掃、除雪、木の剪定（せんてい） ・登下校の見守り（坂の上、下）

・陽だまり坂花壇の会 ・子育て支援 ・ひとり暮らしのかた声かけ

・みかん狩り、芋ほり ・子どもの太鼓練習の見守り

・誕生会 ・隣近所の高齢者の声かけ

・おしゃべり会（体操・講演・歌）

・芋煮会
・昔の映画会

・いきいき体操教室

・月1回の健康体操

・少しお酒の入ったカラオケ

・お正月飾りづくり

・お茶会（老人会が無くなったことにより始まる）
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つどい 支えあい 見守り その他
班名

カテゴリー

・井戸端いきいきサロン

・小学生（5・6年）宿泊交流会

・かよう喫茶（通うと歌謡と火曜）カードゲームやトランプ、花

札等持ち寄って
・小学生宿泊交流活動

・子ども居場所

・敬老を祝う会（多数の高齢者参加、余興の人材発掘） ・自治会にもITがはいり始めている。なるべく話し合い、対談

で解決するようにしている

・会ったらこんにちはのあいさつ、「元気ですか？」

・通常の回覧

・出来るだけ皆さんと顔をを合わせる機会をつくり疎通

をはかる（納涼会、新年会）
・夏祭り自治会

・ふくしの会でお茶のみ会（昨年からは利用者の希望で軽食

（有料300円）で提供、好評。

・戸別訪問での支援は過去に行ったがトラブルがああったの

で、現在は中止

・老人会の回覧

・自治会で実施。相手と話すときは「面談」「面接」を心がけ

ている

・自治会周知について、より重要と思われることは〝

全戸配布”と広報を出している

・ふくしの会でお茶のみ会（昨年からは利用者の希望で軽食

（有料300円）で提供、好評。

・訪再訓練

・ゴミの回収

・民生委員主体、組長、近所

・コミュニケーションが必要。文書を配るだけではNG

・散歩しているお年寄りに声かけをして世間話をする

・隣近所の声掛け

・自治会広報とは別にふくしの会の広報を自治会全

戸配布

・お茶会（会費200円） ・草取り ・掃除をしたあと家の方とお話

・生き生きサロン（月1回、気軽に参加でき人気あり） ・おたがいさまねっと岡本に参加しています ・独居の人が気になり、遠目で様子を伺っています

・年3回のふれ合いサロン（老若男女すべて、好評）

・文化祭
・夏祭り

・食事会（男女別）

・老人会（研修）

・囲碁クラブ ・できる範囲の仕？けと連携

・地域住民への有効な活動周知？

・郵便物、新聞がたまっていないか ・地域内の清掃活動

　(河川、憩の家、花壇)
・老人会(3ヶ月に1回)3ヶ月に1回誕生会、カーレット、食事

会カラオケ

・鉄道公園の花壇植栽及び草刈り ・南小学校の登下校の見守り ・子供会の廃品回収

・芸能発表会
・福祉部主催　ふれあい会

・老人会(永楽会)　サロン活動

・運転できない人のために何人かでグループを

　作り、通院とかの付き添いをする

・登下校時の見守り、声かけ

・中家村の手伝いを参考に自治会でも考えてみたい

・山北児童館の桜とモミジの落葉の収集　(桜8回、モ

ミジ4回)ブロワバキューム使用

・お楽しみ会実施

・健康ウォーキング

・川村用水清掃

・敬老会

・健康体操(月～土 8時～)

・いきいき健康体操(1回/月)

・雨戸の開閉をみる、灯りがつくか

・民生委員の見守り、声かけ訪問

・子育て支援会

・廃品回収作業

・自治会活動との住み分け

・地区内のスポーツ大会

・防災訓練

・室生神社例大祭

・道祖神祭(どんど焼き含む)

・さくら祭

・勤めの人のために保育とか子育てを自宅で

　預かる

・日常生活の中で身体的困難や不自由な事柄を求める人

の体制づくりが必要　課題：「役目などの排」

・年3回のひとり暮らし高齢者宅訪問

・登下校時の見守り

・ゴミ出しを助けながら安否確認

・カラオケ同好会

・お花見の会

・地区の文化祭

・うたごえ(1回/月)

　どなたでも歌の好きな人
・であいカフェ

　お茶、コーヒーをいただきながらお話をする
・夏祭り
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つどい 支えあい 見守り その他
班名

カテゴリー

・地区の敬老会

・ピアニカ同好会

・おしゃべり会(未就学児対象)

・介護予防教室

・認知症予防の会

　歌、ゲーム、クイズ、お話など

・独居老人、高齢者夫婦をおまねきした食事会

・毎月1回第2土曜日　世代間の交流(20年250回～)

・子育て支援

・ゴミ出し ・朝夕のあいさつ

　おかえり、いってらっしゃい、色々な会話

・活動するにもなにを始めたらよいやら？　　　　　・ふ

れあい花の道(1回/月 第1土曜日)「花の道」の除

草、植栽　子供会との交流

・公民館にて子育て支援(女性)ふくみ活動

　(1回/月 第3木曜)

・病院つきそい ・児童交通路見守り ・地区内の花の植栽

・道祖神祭

・ふれあいお楽しみ会食事会/健康普及員による対等指導

・おつかい/枝切り/ゴミ出し/電球等の取り換え

　等(一人住まいの人88歳の)

・独居老人訪問(地区協議会) ・レクリエーション　保育園、小学校との交流

　昔の遊び指導　夏祭りのゲーム提供

・ふれあい会　カラオケ/体操/紙芝居/ミニスポーツ

・納涼会　かき氷

・自治会夏祭りにて出展　氷/綿菓子/子供向けおもちゃ

・ティーサロン(1回/月 第3木曜日)　高齢者・子育て支援

に向けた情報交換　お茶、談話

・毎月の訪問(民生)

・ふれあいサロン(毎週木曜日)お茶/談話/カラオケ/手芸 等

・健康ウォーキング

・ふれあい里山ミカン、丹波黒豆の収穫　地域交流　施設等

への配布
・どんど焼き

・子供山車/タイコ/おしるこ/串焼き

・大名行列

・あじさい祭り

・さくらまつり(河津桜)

・ハーブまつり

・あわおどり

・桜まつり

・盆踊り

・ロウバイまつり

・サロン活動（手話、将棋）

・サロン他各種集いを実施

・老人会にてお誕生会、卓球、カーリング等実施

・おたがいさまネット中家村にて活動している ・独居老人見守り活動

・配色サービス

・自治会役員が輪番制で行っている、安心。

・（課題）おたがいさまネット中家村　新規の相談が

ほとんどない、個人情報保護により一般のボランティア

にはほとんど情報が入らない

・カラオケ体操 ・小学生の下校時の見守り ・お互いの健康確認

・サロン「竹の会」（2回/年） ・お互いの顔をおぼえる、挨拶ができる ・顔と名前がわかり防犯にも役立つ

・花まつり9月　かかし展示 ・安心感と連帯感の向上 ・楽しみが増える

・おらほの体操 ・組内のコミュニケーションが大事 ・早起きになる

・すいとんの会 ・することによる体調、安否確認 。仲間友人ができる

・月1回子どもと老人の交流

・子育てサロン

・自治会福祉部のミニサロン

・親切な人が日常生活に困る人の手助けをしてくれている ・高齢者への慰問員による配布 ・困り音に声をあげない人の対応が課題
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つどい 支えあい 見守り その他
班名

カテゴリー

・子育てサロン月1回

・ふれあいサロン年3回

・おたのしみ交流会年4回　地域福祉会にて実施

・おたがいさまネット岡本のコーディネーターととして活動してい

る

・金っ所に軽度の認知症の高齢者がおり、食事などを差し

しれしながら見守っている。その人も何かると相談にきてくれ

る。安心感になっていると思う。
・介護予防サポーターとして月3回公民館でサロンを実施　・

お茶のみ会年1回

・友愛チームの一員として月4～5回訪問している　　　　・

月3回登校時の交通指導をしている

・稲荷講、地神講という昔からの地縁者の集まり。情報交換

をしている

・おたがいさまネット岡本で90歳のお年寄りに生活支援をし

ている

・登下校の見守り　OKAMOTO安全サポート地区隊長とし

て見守り活動しています

・月1回友愛サロン　手芸、体操、カーレット、お茶会 ・登下校の見守り

・自治会組単位での親睦会

・生涯学習部でのカラオケ同好会

・自治会行事としての餅つき・芋煮会

・ふれあいカフェ　月1回

・健康体操　月1回

・各地域に1つのサロン(月1回) ・野菜(くだもの)を配る ・高齢者災害時要支援声かけ活動 ・子ども食堂(月2回)　NPO主催

・おしゃべり会(年4回) ・おすそわけ(となり組) ・円中地区で交通ボランティアで朝の登校見守り ・健康講座

・円中長生会

　３ヶ月に一度の誕生会

　毎月１回の友愛サロン

・おたがいさまネット中家村

・見守り、声かけ

・円中長生会で2ヶ月1度の友愛訪問

・声掛け訪問活動

・友愛サロン年1回

・研修旅行会

・となり組での食事会(年１回) ・おたがいさまネット岡本 支援活動 ・登校指導(朝)

・忘年会 ・小学生へ将棋を教える ・見守り小中の子供の登校の見守り/毎日　一人世帯の声

・いきいき体操集い(おしゃべり) (毎月１回)

・子供会の支援

・各行事に参加(例:豚汁作り、焼芋作り)
・福祉会　サロン活動(１回/月)

・ふれあいの集い(毎月１回)

・子供サロン(毎月２回)
・新年会

・年２回のおでかけ

　電車に乗って外の市へ
・おしゃべり会(幼児)

・高齢者体操教室(1回/月)

・ふれあい交流会(年回)

・カラオケ大会

・福祉部・木曜会(月1回)(お茶飲み/おしゃべり/体操 等)
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