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平成２８年度総会が開催されました       事務局長  神田 学 

 
 平成２８年４月１６日(土)、大津シーハイツ・サポートクラブの平成２８年度総会
が活動会員、利用会員、賛助会員総勢４０名の参加のもと開催されました。平成２７

年度事業報告、決算報告、平成２８年度事業計画案、予算案、役員改正案がいずれも

全員の賛同を得て承認されました。 
 平成２７年度も、活動会員、利用会員、賛助会員すべてで会員数が着実に増加しま

した。活動状況の面で見ても、利用件数、延活動時間、延活動人員数、活動料金等い

ずれも順調に伸びてきています。 
 平成２６年度まで３年度続けて受けてきた横須賀市の補助金が２７年度からなく

なりましたが、たくさんの方々から賛助金や寄付金が寄せられ、市の補助金なしでも

自立した活動、運営ができるようになりました。このような暖かい激励、ご支援や利

用者の方々からの感謝の言葉に支えられてここまでこられたものだと実感していま

す。今後とも、活動会員、利用会員、賛助会員の３者が一体となって、大津シーハイ

ツになくてはならないサポートクラブを目指していきたいと思っています。 
 高齢化が年々進む中で、地域での助け合い、支え合いの必要性はますます高まって

います。まだ、ご利用の仕方が良くわからないという方もおられるようですし、また、

こんなことをお願いしてもいいのかしらと遠慮されている方も多いかと思われます。 
明日は我が身です。お互い様です。今後とも周りの方に積極的に声をかけ合い、助け

合い、支え合う輪を広げていきたいと思っています。 
 
 
  
利用方法                   料金 
高齢者、障がいのある人、子育て中の人などで  1時間 500円が基本 
日常の生活で困っていることがありましたら、  募集中 
まずお電話ください。ＴＥＬ 080-4630-0242     活動会員 支援活動をする有償 
サービスの内容                   のボランティア 
ごみ出し、掃除、洗濯、簡単な修理、軽微な力   賛助会員 本会を円滑に進める 
仕事、草取り、買い物、外出援助、緊急時の保     ために１口千円の資金援 
育園への送迎等                   助をお願いします  

利用案内 

 
助け合いの会 

サポートクラブだより 
        

第１４号（２０１６年６月５日） 
 
 



の住民の皆様から継続して強力なご支援を

賜る良好な関係が築かれたことで現在の姿

になっています。

　

サービス件数（年間２４０件）

連絡先　　０８０－４６３０－０２４２

　　サポートクラブの利用会員と賛助会員は

　毎年順調に増えています。

　ご利用ご支援ありがとうございます。

　お困りごとのある方、ご遠慮なく、お悩み

することなくご相談・お電話ください

賛助会員（４８名）

のある方のお手伝いをしませんか。

利用会員（５３名）

３　活動実績はどうですか？

新加入　大歓迎です 収入　（約４０万円）

　　活動会員は微増です。発足して5年、

会員も歳を重ねています。

今できるときに、出来ることで、お困りごと

　発足後3年間、横須賀市市民協働推進

27年度サポート活動のご報告
２　収支・台所事情はどうですか？

１　会員は増えていますか？

　　サポートクラブの台所は、とても健全な

活動会員（４０名） 状態を確立でき維持運営しています。

補助金の受給団体に選ばれ、お陰様でサ

ポート活動の基盤が整備でき、そのうえ多く

支出　（２６万円）
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通信費 32%

用紙等 5%

活動用品 23%

謝礼金 9%

印刷費 14%

会議費 15％
保険料 3％



　　サポート活動の種類内容も充実し、ご 健康・希望にあわせた多種類のお弁当が

利用者もご利用件数も増加しています。 作られ、大津地区社協ボランティアの配食

いつも新たな取り組みを考え続けています。 協力員２名１組が利用者宅に配達し、必ず

今後も皆様のご期待とご要望にお応えでき 手渡しすることにしています。

るように努力いたします。

 「こんなことできませんか？」と、お声がけし ・　食事の支度困難な高齢者の負担軽減

てください。 ・　高齢者の栄養維持と介護予防

・　高齢者の異変等の早期発見

・　高齢者と地域活動者のふれあい増進

アドバイザー　早乙女欣子　　　　

　私はサポートクラブ設立以来アドバイザー

として活動してきました

が、病気となり２６年秋

からしばらく入院し、今

は通院治療を続けてお

ります。クラブの活動で

は、運営等への助言な

どできることでお手伝い

７月２５日（月）　11～13時

管理事務所集会室

会　費　：　　２００円

・　栄養士さんから食事と健康のお話

・　看護師さんから脳トレ体操の紹介

・　ふれあいお弁当の試食会

参加申込　：　７月１７日（日）までに

　　自治会婦人部又はサポートクラブまで

「ふれあいお弁当」は横須賀市の事業で、

２０年以上続いている高齢者の健康管理・

安否確認などが目的の配食サービスです。

地区社協が実行を担当しています。

月火木金（祝日除く）の週４回、ご希望日に

夕食を配食します。１食５００円です。

大津地区はシャロームの施設で、利用者の

7月のイベント予定

お問合せは、民生委員　神田まで

げていこうではありませんか。

なっていると思います。クラブの事業内容も

多くなり、利用者の要望にはほとんど対応

できると思いますので、更に支援の輪を広

大半は高齢者や一人暮らしの方であったと

いうことや、患者の多くは近所の方の手助

クラブは、「時代に一番マッチ」した存在に

　身内の方が多いのですが、３分の１は近

所の人と思います。現在は核家族化も進み

身内の人が直接出来ることも少なくなり、今

や日常生活上の困りごとなどは近所の人や

地域の人が応援・支援しているのが多くな「ふれあいお弁当の紹介」

っているのではないかと実感しました。

　このような時代、大津シーハイツ・サポート

けを受けて入退院していたことです。

「ふれあいお弁当を食べてみよう」

させていただいております。（なぎさいきいきサロン）

　さて、入院は２種類の内科に丸８か月でし自治会婦人部と共催

たが、その間気づいたことは、入院患者は

活動時間（年間４７０時間）

雑　　感

「ふれあいお弁当の効果は」

「入れ替わり、立ち代わり」の状態で、その
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こんにちはサポーターです  

Ｊ－９０４   佐々木優子  

私は、今年度からサポートクラブの活

動に参加させていただきました。平日は

派遣社員として事務職に就業しているア

ラフォーの一人です。家族は同年代の

会社員の夫、今年中学校に進学した長

女の３人です。娘が大津幼稚園年中（４

歳）のときに大津諏訪神社近くのアパー

トから大津シーハイツに引っ越して約９

年になります。 

 

ここに住んだ当初、娘に「今度は自分

の部屋があるよ！」と言うと、恥ずかしそ

うに、うれしそうに微笑んだのを覚えてい

ます。 

 子供会も昨年で終わりましたので、シ

ーハイツに何かの形で関わりたいと思い、

サポートクラブ入会を決めました。 

 何十年もお住いの方々にもそれぞれの

思いがおありと思います。私の家族も９

年生活する中、震災や家族の病気、社

会との関わりなどで不安な思いをするこ

とも多かったので、お悩みを抱えておひ

とりで住まわれている方もいらっしゃるの

では、と想うと心苦しいです。 

 プライバシーを尊重しつつ、何かの時

には助け合えるマンションであってほしい

と願います。生活していく上で最も大切

なのは住まいだと思いますので、出来る

だけ不自由なく暮らせるよう、出来ること

は微力ですが、何かありましたらお手伝

いいたします。 

よろしくお願いいたします。 

ご利用者から感謝のメッセージ  

ご利用者からうれしいメッセージをいただ

きました。（カッコ内は編集者注釈） 

『（活動会員名）様 

 今年の桜は、あっけなく飛んでい

ってしまいましたね。それでも次々

に伸びてくる若葉に何か勇気づけら

れています。いつも変わらずにあり

がとうございます。 

   ４．２８   （ご利用者名）』 

ご支援ありがとうございました  

温かいご支援ありがとうございました。 

（平成 2８年２月～５月末） 

ここにお名前をご紹介し、お礼に代え

させていただきます。（敬称略） 

賛助会員   松本サヨ子、重信玲子、平

塚茂、福岡政昭、小林徹、松本堅一、

伊東節子、栗原和美、中川光子、貫美

栄子、井川俶子、久保田克子、高梨鶴

彦、長南慶子、野中玲子、長岡満嘉、

泉みとり、渡辺健郎、高城倫代、高橋淳

子、渡邉健、山口紘子、豊田仁子、桐ケ

谷政甚、清水依子、三上二恵、平間陽

子、井上栄子、並木昭治、渡邊勝、木

村努、竹田美恵子、家村明夫、高尾勝

彦、吉岡雅俊      （合計 6４,000 円） 

ご寄付   岡澤芳一、松本堅一、宮崎喜

代子、早乙女雄三郎、早乙女欣子、長

岡公子、原フジ子、泉みとり、林紀美子、

道村義弘、千代川倭子、秋山和代、鈴

木令子、（匿名者 4 名） （計 91,000 円） 
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