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新しい年を迎えて            
            代表  早乙女雄三郎   

 

 皆様には、日頃からサポートクラブをご利用いただき、また

賛助金、ご寄附など多大のご支援をいただきまして、まことに

ありがとうございます。 

 平成３０年、クラブも創設から早くも７年目に入ることができま

した。皆様のご助力のおかげで活動も順風満帆の状態で推

移しております。初めは素人集団のため「五里霧中」の状況か

らのスタートでしたが、大津シーハイツの皆様のご協力を受け

つつ、サポーターも勉強しながら懸命に努力した結果、その

活動が実り現在のような「スタッフの充実した体制」を作り上げ

ることができました。経験を積みサービス内容も増えておりま

すので、どうぞクラブのご利用をご遠慮なくお申し出ください。 

 今年度には、「大規模修繕工事」も始まりますので、この機会

に「大型家具の移動・配置換え、身辺の片付け、不用品の始末」など人手が必要になることもある 

でしょう。その際はサポートクラブがお手伝いさせていただきます。また皆様の参加型イベントを 

積極的に開催することにも努力しています。 

どうぞお声をかけてください、イベントにもお出かけください。 

 

住民同士が支え合い、助け合う組織的な活動 ＝ サポートクラブ 

 

「できることを できるときに」 ぜひ活動会員にご参加ください 
 
  
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、   
まずお電話ください。ＴＥＬ 080-4630-0242   募集中 
                          活動会員  支援活動をする有償の 
サービスの内容                     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ために 
仕事、草取り、買い物、外出援助、緊急時の保          １口千円の資金援助をお願い 
育園への送迎等                     いたします 
                     

利用案内 

助け合いの会 
 

サポートクラブだより 
        

第１９号（２０１８年２月４日） 
 
 

 



「支えあい活動」について 

 

昨年 12 月 22 日、ヴェルク横須賀ホールで市

高齢福祉課主催「地域で支え合う人の輪づくり

講演会」が開かれました。市民 71 名の参加、当

クラブから神田事務局長と事務局道村、米良、

勝村の 4 名が参加しました。 

 

最初に、さわやか福祉財団の大島桂子さんか

ら、全国規模で取り組まれている「地域で支え合

う仕組みづくり」についての基調講演がありまし

た。 

次いで、既に活動を実践している「大津シー

ハイツ・サポートクラブ」「かもめ団地の支え合い

グループ」「鷹取町内会のお助け隊」が活動報

告を行い、サポートクラブは神田事務局長が説

明に当たりました。 

最後は参加者をグループ分けし、意見交換

する時間が設けられました。 

（以下、基調講演から） 

 

今なぜ、支え合い（助け合い）が必要か？  

 

第一は、日本の人口、特に若年者が減少し

高齢者の増加が加速、これに伴い高齢者の一

人暮らし・認知症・要介護者が増加して国の福

祉制度だけでは対応しきれない状況に入ってい

るから、といえます。 

現状と予測 

２０１０年をピークに人口は減少 

・・・若年者が急減、高齢者が急増 

・ 高齢者の割合 2015 年 27％ 

→2050 年 39％ 

・ 一人暮らし高齢者 2015 年 ６人に一人    

→2035 年 5 人に一人 

・ 認知症高齢者   2012 年 7 人に一人 

→2025 年 5 人に一人 

・ 要介護認定の受給者一人当たり費用        

2015 年  157 万円/年 

 

第二は、高齢者にとって人とのつながりが、心

身の健康に大きく好影響を及ぼす（他者との係

わり多→好影響大＝健康寿命を延ばす＝介護

予防に直結）からです。 

 

「スポーツ、ボランティア、趣味などのグルー

プ・社会活動に参加する高齢者の割合が高い

地域ほど、転倒、うつ症状、認知症のリスクが低

い傾向にある」ことがデータから実証されていま

す。助け合いの基盤は、つながりと共感です。 

地域には様々な役割と出番があり、ふれあい

の中で楽しさと生きがいが生まれます。 

＊  サポートクラブが目指していることは、  

まさにこの通りです。 

 

自分が支え・支えられる地域はいつまでも住

みやすい・住みたい場所です。 

大津シーハイツ内外で行われている多様な催し

に出掛け、人と顔を合わせ、言葉を交わしたり、

サポートクラブの活動にも参加してお困り事があ

れば手助けする。 

このような気持ち・行動が自分の健康度を維持

し高め介護予防に役立つのです。 

 

自分に出来ることでいろいろな活動、催しに参

加し、笑顔を広げていきませんか。 

 

サポートクラブ展 

 

 １１月５日（日）、秋恒例の自治会文化展にあ

わせ、サポートクラブは第 6 回サポートクラブ展 

を開催し活動状況の展示、健康相談、創作小

物の販売、茶菓のサービス、包丁研ぎなどを行



い、絶好の日和に恵まれ多くの皆様にご来場い

ただきました。 

 

福祉講演会（やさしい体操教室） 

 

１１月２３日（勤労感謝の日）、大津地区包括

支援センターから講師を招き、「健康なうちから

介護予防に進んで取組み、いつまでも健康で

暮らそう。誰でも無理なくできる運動をみんなで

楽しくやろう」という催しを自治会福祉部とともに

開催しました。 

集会所のスペースから先着 25 名と予告しまし

たが、皆さんの関心が高く、予定を超える参加

者数でした。 

 

 健康のお話に続いて、ラジオ体操・・・１番目か

ら順に、ポイントを教わり体操する、これを繰り返

し、最後に全部通して体操…かなりの運動量と

なり「体に効く」と実感しました。 

そしてボールを使っての運動・・・一人ででき

る運動とみんなでする運動・・・遊びのような内容

でも、両隣の動きを見てボールを受取ると同時

に渡す。 

「体だけでなく頭にも効くー」 
 

こんにちはサポーターです 

Ｋ－５０４  加藤 正義 

大津シーハイツにお世話

になって３９年になりました。 

思い返せば、息子がホー

マーズ(少年野球)、娘はビク

トリーズ(ミニバスケット)に所

属し活動していた時期で、今

では二人とも独立し頑張って 

 

います。皆様のお力添えを頂いたおかげです。 

今後は、自分たちが大津シーハイツの皆様へ、

微力ではありますがお役に立てればと思ってい

ます。諸先輩方の力をお借りしながら活動して

いこうと心掛けています。 現在、仕事と趣味を

楽しんでいますが、精いっぱい努力する所存で

すのでよろしくお願い致します。 

 

 

A－３０４ 宮澤 紀子  

 当マンションには最初 

から入居しましたので、 

長いこと居住していること 

になります。 

自治会の役員は何度か 

やらせていただきましたが、 

それ以外何もしておりません。 

この度サポーターのお話を受けびっくりしたと

ころです。少々悩みましたが、私にもできる仕事

があるということを説明されましたのでお受けす

ることにしました。よろしくお願い致します。 

              

 

H－１０１  関 寛治 

 シーハイツに越して２０年

が経ちます。約３年前にサ

ポートクラブの活動を知り

ましたが、なかなか参加で

きずにいました。 

私も何年先かわかりませ

んが、サポートクラブのお世話になるかと思いま

す。こんな私ですが、 

今は誰かの手助けが少しでもできるのでは、

とサポートクラブに入会しました。よろしくお願い

致します。 

 

パソコン相談室：毎月第３土曜日 

１０～１１時 集会所和室 

お気軽にお尋ねください 

 

 

 

 



大震災対処 備えはいかがですか？ 

    大津シーハイツ 自主防災推進委員 

 

東北大震災の後も熊本直下地震が大災害と

なりました。また、大地震予測の最新状況につ

いてのニュースも最近ありました。 

 

 

 

昨年 1 月、全住戸に配布された  保存版 

『大津シーハイツ 震災対処行動の参考』はお

役に立っているでしょうか？ 

 

・ お住いのどこにありますか？  

・ 中身はご理解されていますか？  

・ 家具などの移動・転倒防止対策はお済みで

しょうか？  

・ 震災発生時に必要な非常持ち出し品や数

日間の生活に必要な生活用品は備えられま

したか？ 

 

最近の、神奈川新聞ニュースで「相模原の大

規模団地(ほとんどがエレベーターのない 5階建

て)の震災対処の取り組み」が紹介され「自分た

ちの団地になるべくとどまれるように支え合い、

高齢化が進む住民の震災後の負担を減らす。

そのために同じ階段を使う 10 世帯を単位として

対処行動する」とありました。 

 

日常的に顔を合わせ声かけ合うことができる

「上下１0 軒両隣」は何より大事な「近くの他人」

です。支えあい、助け合いもこれが出発点だと

思います。 

 

大津シーハイツの震災対処も相模原の某団

地と同じことを目指しています。 

 

家具などの移動・転倒防止対策や非常用品 

の備蓄などにお手伝いが必要な方は、遠慮 

なくサポートクラブにご相談ください。 

ＴＥＬ 080-4630-0242 (神田) 

 

年末 イルミネーション 

 

 昨年末の川の広場のイルミネーションは、LED

球を倍増しましたので J 棟照明にも負けない輝

きとなりました。お楽しみいただけましたでしょう

か。  今年末は (気が早すぎ？) どんな光が

シーハイツを輝かせますかね。 

 

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１０月～３０年１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   野中泠子、関根静子、山田詢子        

（７，０００円） 

ご寄付     宮崎芳子、早乙女雄三郎、   

井川淑子、加藤清恵、松本堅一、  

竹田美恵子        （１４，０００円） 

 

 


