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平成２９年度総会が開催されました         事務局長 神田 学       

平成２９年度の大津シーハイツ・サポートクラブの総会が４月１５日（土）、活動

会員・賛助会員・利用会員総勢５１名が参加し開催されました。総会では平成２８年

度の事業報告、決算報告、平成２９年度の事業計画、予算案、役員の一部改正案が、

いずれも賛成多数で承認されました。 

 平成２８年度も活動会員、賛助会員、利用会員いずれも会員数は増加し、活動面で

も利用件数、延活動時間、延活動人員、活動料金いずれも順調に延びています。市か

らの補助金なしで、自立２年目でしたが、これまで以上の方々から賛助金、寄付金が

寄せられ、お陰さまで順調で安定した運営となっています。 

 高齢化が一層進む中で、従来の介護保険制度では対応が難しくなる社会情勢下、制

度の改正が進められ、各種 NPO やボランティア団体、地域の諸団体による助け合い、

支え合い活動への期待が高まっています。そうした中で大津シーハイツ・サポートク

ラブの活動が注目され、紹介されて、いろいろなところから問い合わせや、視察が多

くなってきています。 

今後はこうした地域の助け合い、支え合いの活動を更に、積極的に進めていくと共

に、利用者の方だけでなく、出来るだけ多くの大津シーハイツの住民の方々へ幅広い

貢献が出来る活動を行っていきたいと思っています。例えば一人暮らしの高齢者や高

齢者のみの家の方々はとかく引きこもりがちになり、人や地域との交流が少なくなっ

ている方も多いかと思われます。そこで高齢者だけでなく若い人や子供達も一緒に参

加できるような機会や場所、イベントを企画したり、支援して、いつまでも安心して

住みやすい、楽しい地域づくりへ貢献できる取り組みを進め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１７号（２０１７年６月４日） 
 
 



1　サポートクラブの会員 ２　サポート（年間）ご利用件数

1段目：ゴミ出し、資源回収、粗大ごみなど

2段目：掃除、家事、家具移動、修繕など

3段目：病院・買物付添、買物代行など

4段目：庭除草、刈込、園芸援助など

5段目：車イス用階段スロープ設置など

6段目：PC相談、車イス階段助っ人など

　「少しでも自分でできることは自分で」と頑
張っていらっしゃる方々でも年々できなくなる
こと、お手伝いが必要なことが増えるのは普
通のことです。

ご遠慮なくサポートをご利用下さい

特　集　サポートクラブ  ５年の歩み

　その他にご寄付をされる方々も多く、年間の
ご寄付額は年平均７万円を超えます。

定期のご利用で、回数的には最大です。

定期利用のため回数が多くなっています。

　サポートクラブは平成23年11月発足から
5年。お住まいの皆様のご理解と多大なご支
援をいただき順調に成長しているものと思い
ます。

　この5年間のクラブの歩みを活動状況を軸
にお知らせいたします。

サポートのご利用は年々増加しています。

（３）　利用会員の３分の２以上が７０歳以上の
方々で、毎年増加を続けています。

（１）　会員数は年々増加し、クラブの活動が
定着し拡充していることを示しているものと心
強く思います。

（２）　活動会員は、60歳以上が３分の２を占
め、サポートする側も高齢化しています。地域
のサポート活動は長く継続しなければならな
いものと思いますので、新たな人材が次々に
加わることが不可欠です。

　サポート活動は、会員の日常生活を制約す
るものではなく、「出来るときに、出来ることを」
をモットーとしていますので、「誰かのために
少しでもお役に立てれば」のお気持ちを表す
ことのできる活動会員にぜひご参加いただき
たいと願っています。

＊　２・３　のグラフの区分は以下の通り

（４）　賛助会員は、年会費１口１，０００円を安
定的にご提供いただき、貴重な運営資金とし
て活動が順調に定着することに多大な貢献を
され感謝と敬意を申し上げます。

　これまで対応していなかった新しいことで
も、皆さまの多様なご希望にお応えできるよう
に、いつもサポート活動内容の拡充に努めて
います。

　最近の特徴としては、家事全般の援助、病
院等外出時の付き添いなどが大きく増加して
います。

どんなことでもまずご連絡してください
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３　サポート（年間）活動時間 ４　クラブの台所事情

検索

　サポート活動は、利用者が増えるにした
がって、内容が多岐にわたり活動回数・時間
の増加が継続しています。

　右肩上がりのグラフは、クラブの活動が皆様
にご理解され、定着し確実に成長しているこ
とを示していると思います。

　「ご利用料金」と「クラブの運営費収入」は
上の「サポート活動時間」グラフと同じ形・右
上昇型となっています。

大津シーハイツ・サポートクラブ

（２）　４年目からは、活動収入と賛助金、寄付
金が収入の3本柱となり、中でも賛助金と寄付
金がクラブの屋台骨として大きく支えてくれて
います。

（４）　余剰資金のうち２０万円を将来のさらな
る積極的な活動のための運営調整基金とし
て管理しています。

（１）　発足後３年間は、横須賀市の補助金が
大きな資金源となり、活動基盤の整備が円滑
に推進できました。

（３）　支出額は、年平均約２６万円です。初め
の3年間は、サポート活動用備品、倉庫など
多くの資金を必要としましたが、現在は安定
した運用支出となっています。

（５）　これからは、多数の方々からいただく賛
助金、寄付金の恩恵を、クラブと利用者との１
対１の枠を超え、お住いの皆様方や地域へ、
クラブの活動力で貢献できる方策を模索して
行きたいと考えています。

サポート活動は、有償ボランティア活動

基本利用料金　　1時間当たり５００円

活動会員にぜひご参加を

　サポーターは、頂いた利用料金の20％をサ
ポートクラブの運営費として納めます。

　今後もサポートを必要とされる方が増える
のは確実でしょう。サポーター不足でニーズ
に応えられない…こんなことになりたくありま
せん。

サポートクラブのホームページを是非ご訪問ください

http://tajima-d.jp/ohtsu_seaheights/index.html
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７月なぎさいきいきサロン予告 

 

日時：７月２４日（月）１１～１３時 

場所：大津シーハイツ集会所 

内容：看護師による脳トレ体操 

   栄養士による高齢者の食事と栄養 

   ふれあいお弁当の試食 

主催：自治会福祉部 

   大津シーハイツ・サポートクラブ 

 

＊ 対象は、高齢者だけでなく、高齢者の

生活援助をされている方、食生活に関

心のある方など、どなたでもご参加で

きます。ぜひご参加ください。 

 

こんにちは 新事務局担当です 

Ｊ-８１１ 米良孝子  

 
 

Ｊ-４０１ 川口由起子 

 

＊＊ 社会福祉推進委員とは  ＊＊ 

米良さん、川口さんそれに現事務局員

の道村さんと飯沼さんも同じく社会福祉

推進委員です。ちょっと解説・・・ 
社会福祉推進委員は、自治会の推薦を

経て市社協会長から委嘱されます。 

地域において、共に生き、支え合い、

それぞれが自立した生活を送ることがで

きる地域づくりに貢献するため、民生委

員の活動に協力したり、大津地区社協の

会員となって高齢・障害・児童等の福祉

や広報等幅広い活動に参加されています。 

 

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２９年 1月～５月） 

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 竹之内正一、竹田恵美子、新田

雅敏、荒井村子、中川光子、松本堅一、飯

塚英子、栗原和美、福岡政昭、久保田英夫、

井上栄子、並木昭治、有房孝之、長岡満喜、

岡澤芳一、渡辺健郎、清水依子、高橋淳子、

吉岡雅俊、木村努、小野栄治、高城倫代、

泉みとり、貫美栄子、山口紘子、平間陽子、

平塚茂、豊田仁子、高梨鶴彦、三上二恵、

渡邊勝、重信玲子、高尾勝彦、神谷康一、

柄崎千鶴子、家村明夫、飯沼源 

（47,000円） 

ご寄付  岡澤芳一、加藤清恵、原フジ子、

道村恵、井上栄子、並木昭治、長岡公子、

渡辺健郎、高橋淳子、小野栄治、貫美栄子、

平間陽子、平塚茂、高梨鶴彦、林紀美子、

星山多美子、竹田恵美子、平石恵美子 

（匿名者 1）            （56,750円）    

社会福祉推進委員

を始めたばかりで

すが、高齢者など

のお手伝いをと思

っております。 
（編集者注：会報

第１２号 平成２

７年１０月に紹介

記事あります） 

社会福祉推進委員

からの参加で、当

初サポートクラブ

との連携性が理解

できず、困惑しま

した。今はよいチ

ャンスに恵まれた

と思い、改めて支

援サービス、日常 
 生活の手助けとはどういうことか考えてみよう

と思い始めています。 


