
14. 地域ささえあい活動支援事業
(1) 地域ささえあい活動団体助成 「16.助成事業」に別掲

(2) 地域ささえあい活動支援講座

№ 開催日 参加数

老いと心身（からだ）について

講師：健康いきがい課王子健康相談係　保健師

こんなときにはどうする？

誰でもできる簡単健康チェック 21名

講師：健康いきがい課王子健康相談係　保健師

上手なケアは上手なコミュニケーションから

講師：北社協職員ほか

王子健康相談係主催「心とからだの健康サ

王子健康相談係主催「心とからだの健康サ

お互いを知り合おう！

／ボランティア活動の基本を学ぶ

※おたのしみ　おまけ教室／役にたつノウハウ

教えます「30分で上手な写真が撮れるコツ」

仲間づくりのコツを学ぶ

／グループ活動のノウハウ

※おたのしみ　おまけ教室／役にたつノウハウ

教えます？？？なにがでてくるかおたのしみ…

地域に役立つ活動とは何か

※おたのしみ　おまけ教室／役にたつノウハウ 　20名

教えます？？？なにがでてくるかおたのしみ…

こんな活動がやりたい！

／活動のスタートラインに立つ

※おたのしみ　おまけ教室／役にたつノウハウ

教えます？？？なにがでてくるかおたのしみ…

(3) 地域ささえあい活動支援員による団体訪問等の活動

(4) 地域ささえあい活動支援及びＰＲ活動

① 「地域ささえあい新聞」の発行

地域ささえあい活動支援員の訪問記事などを中心に、ささえあい団体相互の情報交流を目的に

した交流紙を７回発行した。

② ＰＲ用ビデオの貸出し
 助成団体が実施するささえあい活動の様子を収録したビデオの、一般への貸出しを行っている。

③ レクリエーション用品、映像機材等の貸出し

レクリエーション遊具やささえあい活動に関するビデオ、書籍の団体等への貸出しを行っている。

④ 「ささえあいフェスタ」の開催

地域ささえあい活動団体の交流及び情報交換等を目的に、平成19年9月21日に赤羽会館にて

活動団体の参加による「ささえあいフェスタ」を開催した（来場者数約500人）。開催に際しては、

活動団体の中から実行委員を募り、実行委員会として3回の準備会を開催した。

3月17日

20名

11名ークル」で実習・健康づくりプログラムの運営

方法を学びます②

2月24日

　平成16年度から「地域ささえあい活動支援員」を導入して、団体の活動現場訪問、相談等の
活動を行う。

1

方法を学びます①

2

地域ささえあい講座／あな
たの興味でボランティア・
仲間づくり「これからの人生
～地域で役立つ方法教え
ます！」

3月24日 24名

ークル」で実習・健康づくりプログラムの運営

20名

3月10日

内　　　　　　　　容講　　座　　名

20名

21名
地域ささえあい／健康づく
りの担い手育成講座
「地域で活かそう、あなた
の元気」

6月16日

6月23日

6月30日

7月7日

8月4日

17名



(5) 地域ささえあい活動団体の現況（平成1９年３月３１日現在）

① 地域ささえあい活動団体一覧（1８年度までに助成し活動継続中の団体）

№ №

1 ロック会 会食、ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ 35 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ 「なの花」 ミニデイホーム 王子東

2 ふれあい会 水墨画、コーラス 36 ふらっときたおもちゃの図書室 障がい児支援 赤羽東

3 痴呆の方の家族と支える人たちの会 講座、交流会 37 笑和会 会食、交流会 赤羽東

4 桐ヶ丘の夢と未来をつなぐ会 講座、交流会 38 ペンギンの会 水中リハビリ 王子西

5 木曜会 ﾘﾊﾋﾞﾘ、交流会 39 親子ﾘｽﾞﾑ体操 ステップ 子育て支援 赤羽西

6 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ「ふきのとう」 会食、学習会 40 さくらクラブ 水中リハビリ 王子西

7 竹の子会 会食、リハビリ 41 こっころビクスの会 子育て支援 王子東

8 王子三丁目ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ部 ふれあい入浴会 42 つくしの会 会食、ﾐﾆﾃﾞｲ 王子東

9 お楽しみ食事会“とまと” 会食、交流会 43 すくすく 乳幼児支援 赤羽西

10 プチトマトの会 会食、交流会 44 子育て支えあい滝三っ子クラブ「ふるふる」 子ども支援 滝野川西

11 北区おはなしの会 お話会、交流会 45 ほのぼの会 会食、ﾐﾆﾃﾞｲ 王子東

12 Ｎ２桐の葉ささえ会 ミニデイホーム 赤羽西 46 秋桜の会 会食、ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ 赤羽西

13 幸（さいわい）会 会食、ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ 王子東 47 楽々会 健康ﾘｽﾞﾑ体操 王子東

14 上五のぞみ会 会食、交流会 赤羽東 48 ＰＯＰＺ（ポップズ） 親子ふれあい 赤羽東

15 そばの花 会食、ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ 滝野川西 49 どんぐり 親子ふれあい 王子西

16 ゆりの会 会食、交流会 王子西 50 すずめの会 高齢者ふれあい 王子東

17 ささえあい陽だまりの会 ミニデイホーム 51 子育て支援 だいすきママ 子育て支援

18 楽らく会 ミニデイホーム 52 北三友の会 会食、ﾐﾆﾃﾞｲ 赤羽西

19 ﾐﾆﾃﾞｲﾎｰﾑ オリーブ ミニデイホーム 53 もみじ会 高齢者配食 王子西

20 喫茶室 にんじん畑 交流会 54 育脳寺子屋 たんぽぽの会 三世代交流 王子東

21 むつみ会 ミニデイホーム 赤羽東 55 ボランティア「サクラ草」 会食、ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ 浮間

22 子ども支援ｸﾞﾙｰﾌﾟ でんでん 啓発活動、ﾘｻｲｸﾙ 王子西 56 神谷虹の会 配食、会食 赤羽東

23 たすけあいﾜｰｶｰｽﾞ ひよこ ミニデイホーム 赤羽東 57 プランター コミュニケーション 王子東

24 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱひまわりクラブ 訪問理容 58 なごみ会 赤羽西

25 グループ にんじん 会食、交流会 59 パステルこっとん コミュニケーション活動 北区全域

26 てんとう虫 高齢者配食 60 メイキング・ママ 子育て支援 浮間

27 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ ひまわり 会食、ﾐﾆﾃﾞｲ 61 健美操 健康体操 王子東

28 赤羽西すこやか会 健康づくり、交流会 赤羽西 62 親子（父母）支援・そらいろの種 子育て支援 北区全域

29 北区で子どもの遊ぶ場をつくる会 子ども対象,地域活性化 王子西 63 浮間ママズサークル 子育て支援 浮間

30 東十条虹の会 配食、会食 王子東 64 ひなたぼっこ 子育て・世代間交流 王子東

31 たんぽぽの会 会食、ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ 王子東 65 ステップアップクラブ 健康体操 王子東

32 友楽会 会食 滝野川東 66 ふわふわ 子育て支援 赤羽西

33 ひだまり 会食、交流会 赤羽西 67 北区保育士会 地域コミュニケーション 王子東

34 ミニデイホーム さくら ミニデイホーム 赤羽西

｢№｣欄 …高齢者対象 …障がい者対象 …子育て支援 …その他

② 地域及び対象別団体数 (団体）

　　合計

浮間地区 1 0 2 0 3
赤羽東地区 6 2 2 0 10
赤羽西地区 10 0 3 1 14
王子東地区 12 0 2 6 20
王子西地区 3 2 3 0 8
滝野川東地区 1 0 1 0 2
滝野川西地区 3 0 1 0 4
北区全域 1 1 1 3 6

37 5 15 10 67

北区全域

北区全域

王子西

赤羽西

赤羽西

王子東

王子東

赤羽東

滝野川西

主な活動 活動地域

北区全域

赤羽東

団体名 主な活動 活動地域 団体名

滝野川西

王子東

王子東

赤羽西

赤羽東

赤羽西

合　　計

滝野川東

高齢者食事会

その他　　地域　　　　　　　　　　対象 高齢者対象 障がい者対象 子育て支援

王子東

北区全域


