★インクルファンド助成団体の活動を紹介します★

NPO・ACT たすけあいワーカーズ バードハウス
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生活クラブ運動グループ・八王子地域協議会では、
“誰もがいきいき暮らせるまちづくり”を掲げて活動
しています。2015 年度にはこれからの 5 年後 10 年
後、自分たちがどんなまちに暮らしたいか、そのため
に必要な機能は何かを話し合い、めざすまちの姿を市
民版地域福祉計画として描きました。たすけあいワー
カーズの設立もその一つです。アビリティクラブたす
けあい（以下、ACT）と八王子地域協議会が連携し、
八王子みなみデポーでおしゃべりカフェを開催しな
がらニーズの聞き取りをするとともに参加者を募り
ました。また、2019 年 2 月に生活クラブ組合員に
配布した「働くなかまチラシ」もきっかけとなり、
たすけあいワーカーズの働き方に関心をもつメンバ
ーが集まり 2020 年 3 月、ワーカーズ設立に至りま
した。この際、インクルファンドでは事務所の備品、
電話回線整備、広報などに係る経費を助成しました。
まずは ACT つながるケア（家事援助などを行う
自立援助サービス事業）から地域を限定して事業を
開始しており、生活クラブ共済ハグくみのケアサー
ビスも担い始めています。また、町田たすけあいワ
ーカーズからの紹介で町田市にある障がい者グルー
プホームの清掃も受託しています。折しも新型コロ
ナウイルスの問題があり、利用者の拡大は思うよう
に進まない状況ではありますが、3 年後には八王子
全域で自立援助サービス事業が展開することを目指
しています。

事務所のあるめじろ台は高齢化率が 42％という地
域です。このような時だからこそ高齢者の孤立化を防
ぐ身近な支え合いが必要です。誰もが助け、助けられ
る“いきいき暮らせるまち”を一緒につくる仲間とし
て、今後の活動に期待したいと思います。
インクルーシブ事業連合事務局 平岡晴子

閑静な住宅街の一軒家｡2 階が「バードハウス」の事務所、1
階はまちのほっとスペース（＊）「すずのなる木」が開設されて
おり、連携して活動しています。
（＊）

まちのほっとスペース
ACT と生活クラブが設置をすすめている居場所・相
談・暮らしの中のちょっとした手助けをする「ほっと
サービス事業」を基本とした地域の拠点です。

NPO・ACT たすけあいワーカーズ バードハウス
所在地：八王子市めじろ台 1-34-15

お問合せ ℡：042-673-5985

田中のり子
田中のり子

子育て支援フォーラム 2020 報告
コロナ禍で少女たちに何が起きているか～人権教育としての性教育の重要性を問う

新型コロナウイルスの
感染拡大による休校や
外出自粛の影響により、
若年層からの思いがけ
ない妊娠や性に関する
講師の染矢明日香さん
相談が増加していると
の報道があります。インクルーシブ事業連合では、
NPO 法人ピルコンの染矢明日香さんを講師に招
き、「コロナ禍で少女たちに何が起きているか～人
権教育としての性教育の重要性を問う」をテーマに
フォーラムを行いました。
ピルコンには昨年の 3 月以降、10 代からの性に
関する相談件数が通常の約 2 倍に増加しており、そ
の背景には、性や健康に関する正確な知識を得る機
会の不足や身近に相談できる社会資源の不足があ
るとの実態をお話いただきました。性被害や思いが
介護の仕事を知る！シリーズ②

サポーター登録のお願い

あなたの１日 10 円で、つながり・支えあう豊かなまちを！

インクルファンドではこれまでに居場所づくり、子育て支援、障がい者（児）支援事業など、様々な分野の
活動団体に助成を行ってきました。財源となるのはサポーターの登録寄付（1 口 300 円/月）です。
ぜひサポーターになって地域福祉のしくみづくりをご支援ください。

● 班・個別配送の方は注文用紙（OCR 用紙）に下記６桁の注文番号と申込口数をお書きください。
からもお申込みいただけます。
（3 月 3 回）
＊登録寄付は中止のお申し出がない限り継続します。
すでに登録されている方は、改めての申し込みは不要です。

インクルファンド登録寄付
申込期間

１口３００円

3/8（月）～3/12（金）

注文番号

112551

集金月

2021 年 4 月から毎月

● デポー組合員の方はWEBページからhttps://www.inclusive-gr.com/supporter/ ➡
ご登録いただくかお電話またはファックスにてご連絡ください。
お問合せ： インクルーシブ事業連合事務局 ℡：03-5426-5207 Fax：03-5426-5203
（生活クラブ東京 たすけあいネットワーク事業部内）

けない妊娠などを減らしていくためには性の多様
性やジェンダーの理解など、人権尊重が基盤とな
る包括的性教育が大切です。学校では学習指導要
領を逸脱して教えることは難しいため、家庭や地
域で身近に性について相談できる場や学べる場が
重要だとのことでした。参加者からは「大人が性
教育の大切さを意識する必要がある」、「きちんと
した性教育を受けなかったので子どもにどのよう
に伝えてよいかわからない。」などの感想があり、
子どもたちが十分な
性教育を受けるため
には私たち大人も一
緒に学ぶ必要性を感
じました。
インクルーシブ事業連合事務局 藤田彩加

NPO 法人 ACT 保谷たすけあいワーカーズ ハミング

たすけあいワーカーズ
ハミングは 1993 年から
任意団体として事業をス
タートし、2000 年からは
介護保険制度の訪問介護
サービスをスタートしました。2007 年からは生活
クラブ保谷センターの跡地に建設した複合施設、パ
スレル保谷に事務所を移し、デイサービスも開所。
理事長の金見芳子さんはご自身の親は遠方にい
て誰かのお世話になっている。ならば自分も地域で
誰かの役に立ちたいと活動に関わり始めました。高
齢になった時、日常の生活を支えるちょっとした手
助けをするしくみが地域にあると安心だし、助ける
立場からは、気持ちよく生活できる一助に関われる
ことがうれしい、と金見さん｡介護の仕事に関わり
続ける理由の一つは人が好きなことで、人生経験豊

かな利用者さんから教えられることがたくさんあ
り、刺激になっているそうです。
現在、ワーカーズメンバーは約 50 人で立ち上
げ当初子育て中だったメンバーが核になってお
り、次に続く若い世代の育成に力を入れています｡
何でも丁寧に指導し、実技も不安なら何度でも教
えますと心強い言葉。働く側もたすけあえる人間
関係づくりを目指しています。

訪問介護のメンバー
随時募集中です！
理事長の金見さん

NPO 法人 ACT 保谷たすけあいワーカーズ ハミング
西東京市泉町 3-12-25 パスレル保谷 2 階
TEL：042-425-0383
http://haming.ico.bz/ ➡

【インクルーシブ事業連合構成団体】生活クラブ生協・東京/NPO法人アビリティクラブたすけあい（ACT)
社会福祉法人悠遊/東京ワーカーズ･コレクティブ協同組合/東京・生活者ネットワーク/東京 CPB（コミュニティパワーバンク）
認定 NPO 法人市民シンクタンクひと･まち社/認定 NPO 法人まちぽっと/環境まちづくり NPO エコメッセ

安心ネットワーク構想連絡会で市民版地域福祉計画を共有

社会福祉法人悠遊

インクルーシブ事業連合では市民版の地域包
括ケアシステムとして、
「市民のための市民に
よる安心ネットワーク構想」を策定しました。
構想では日々の暮らしの安心を支えるため、
地域に足りない機能をつくること、タテ割りを
超えて地域の中の様々な資源をつなぐコーディ
ネイト機能をつくることを目指しています。そ
の実現を目指し、運動グループ地域協議会で市
民版地域福祉計画作りがすすんでいます。

2 つのグループホームで

入居者募集中！
「社会福祉法人悠遊」は生活クラブ・東京組合員の寄
付により、1993 年に設立した社会福祉法人です。
世田谷区「グループホームちとせ」
、中野区「グルー
プホームえごた」で入居者を募集しています。グループ

連絡会は市民版地域福祉計画に関する先行事例の共有や情報交換の場として年 1 回実施してい
ます。今年度は 2 月 9 日にオンライン併用で行い、町田・豊島・日野の事例を共有しました。

ホームは、認知症高齢者の方どうしが、家庭的な雰囲気
の中で、楽しく、自分たちの生活リズムで共同生活がで

【ご利用できる方】

きる介護保険サービスです。

① 世田谷区もしくは中野区にお住まいで認知症
の診断がされている方
② 「要支援 2」から「要介護 5」の方
③ 共同生活を営むことができる方
【見学・お問い合わせ】

悠遊のグループホーム
3 つの特徴
①入居者本位のケア

感染症予防対策（検温、うがい、手洗い）を取って
いただいた上で、見学もお受けすることが可能です。
日時などはご相談ください。

職員の都合で生活リズムをつくりません。
「生活クラブ 10 の基本ケア」に基づき、
認知症になっても、自分らしさを大切に
して最期まで人生が全うできるよう支援
することをめざします。

10 の基本
ケア

②生活クラブの消費材を中心にしたお食事を提供
生活クラブが母体となった社会福祉法人なので当然で

グループホームちとせ
世田谷区千歳台 4-2-1
生活クラブ・ケアセンター
世田谷内
℡ 03－5490－7080

す。
グループホームえごた
中野区江古田 3-3-22
安心ケアセンター・悠遊
えごた内
℡ 03－5913－1871

③全居室にトイレと洗面所を完備
排泄は尊厳にかかわる大切なことです。自分のペース
で用を足せるようにするためと、感染症拡大防止対策
のために居住環境を整えています

併設の小規模多機能ホームでもご利用者を募集中！
➢

➢

➢

➢
➢

小規模多機能型居宅介護は「通い」
「訪問」
「宿泊」
の組み合わせにより、ご利用者（登録定員 29 名）
の在宅での暮らしを 365 日支える介護保険サー
ビスです。
ひとつの事業所での一体的、連続的なサービスの
提供により、顔なじみのスタッフが支援しますの
で、ご利用者の安心感にもつながります。
特に病院から退院され、自宅での生活に向けた流
れを円滑にするために利用されるケースが多くみ
られます。
世田谷区もしくは中野区にお住まいの方で「要支
援 1」から「要介護 5」の方
感染症予防対策を取っていただいた上で、見学も
可能です。日時などはご相談ください。

【連絡先】
●小規模多機能ホームみんなんち
℡ 03－5490－7601
●小規模多機能ホームえごたの家
℡ 03－5913－1870

悠遊では職員も募集中！
【お問合わせ】
社会福祉法人悠遊 法人本部（担当山田）
℡ 042－439－6501 まで

★町田地域協議会：
「多世代が混じって暮らす、協力
し合う、たすけあう、安心の場をつくる」方針を持
ち、居場所（まちのほっとスペース）を広げること
を実行計画に盛り込みました。そして昨年、UR 団
地の空き店舗で「ほっとスペースさくらさくら」が
オープンし、地域の居場所となっています。
★豊島地域協議会：豊島 WAKUWAKU ネットワー
クなど地域にある様々な分野の市民活動団体と連
携し、協力しながら目指すまちづくりをすすめてい
くイメージを描いています。生活者ネットワークの
新事務所を「スペース 20」とし、交流の拠点とし
ています。

介護の質を担保できる介護保険に

★日野地域協議会：たすけ合えるまちをつくる
方針から、共に働く事業所えんこらしょを立ち
上げました。高齢者、障がい者、子育て中の方
など働きにくさを抱える人と共に働く場づく
りをすすめています。
◎参加した地域から：2017 年から勉強会や見
学会を継続中、子どもの遊び場を盛り込んだ計
画にしたい（中野区）、地域にある社会的資源の
地図落としを行っている（北区）、まちカフェな
どを実施しながら地域の課題やニーズを探っ
ている等の報告がされました。

出前講座を実施中！

厚労省に要望書を提出
2021 年度からの介護保険制度の改定に向けてイン
クルーシブ事業連合ではプロジェクトを設置し、学習
会や意見交換会を経て要望書をまとめ、衆議院議員の
大河原雅子さんを通じて厚生労働省に提出しました。
生活クラブ運動グ
ループでは、任意団
体や NPO 法人、社
会福祉法人などの法
人形態により地域福
祉事業を行っていま
（右から 4 番目が大河原雅子さん）
すが、その中で介護
保険制度が改訂を重ねていくごとに介護の質を確保
し保障することが難しくなっています。要望書では基
本報酬の引き上げ、社会的地位の向上のための施策の
実施などを求めました。基本報酬はコロナ禍の対応を
含めて 0.7％のプラス改定となることが決定されまし
たが十分とはいえません。
自分や家族が高齢になっても人間としての尊厳が
保たれ、自分らしく安心して暮らしたいという思いを
実現できる介護保険にするために、今後も引き続き声
をあげていきます。
インクルーシブ事業連合事務局 平岡晴子

インクルーシブ事業連合では５つのテーマ
で出前講座を実施しています。今年度は「あな
たのまちにまちのほっとスペースを作ろう！」
を多摩南ブロック、世田谷および大田地域協議
会で、「市民版地域福祉計画と安心ネットワー
ク構想」を練馬および八王子地域協議会で実施
されました。

世田谷地域協議会（左）、多摩南（右）での様子

上記以外にも運動グループの助成や融資の
制度を紹介する「ファンド説明会」などがあり
ます。出前講座は 2021 年度も引き続き行う
予定ですので、関心のある地域はインクルーシ
ブ事業連合の事務局までお問い合わせくださ
い。オンラインでの開催も可能です｡
【お問合せ先】インクルーシブ事業連合事務局
℡03-5426-5207（生活クラブ東京・たすけあ
いネットワーク事業部内）

