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平成２４年度総会が開催されました 

 

 平成２４年４月１５日(日)大津シーハ

イツ集会所で大津シーハイツ・サポート

クラブの総会が開催されました。活動会

員等計３０名の方が参加し、平成２３年

度活動報告、決算報告、平成２４年度事

業計画、予算、一部役員の補充選任（会

計にＢ棟２０５の勝村紀基さんが選任さ

れました。）、規約の一部改正の議案が提

案されいずれも承認されました。 

 平成２３年度は１月からの３ヶ月間の

助走期間でしたが、これからは、いよい

よ本格的な活動の年度となります。会員

一同新たな気持で頑張っていきたいと思

います。 

 総会は、年に一度、活動会員、賛助会

員、利用会員が一堂に会する唯一の機会

であり、総会終了後、軽食をとりながら、

市の補助金のプレゼンテーションの時に

ｒ使用したプロジェクターによるサポー

トクラブのＰＲの映像を見ながら歓談し、

会員同士の交流を深めました。 

 

 

  

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２号（２０１２年６月３日） 

 

 



平成２３年度活動状況 

平成２３年度３月末の活動会員は３０名、

賛助会員は１４名、利用会員は１０名でし

た。 

 3 ヶ月間の支援サービスの利用者数は延

べ 17名、サービス別延べ利用件数は 24件、

活動延べ時間は2680分で約45時間、活動

延べ回数 42回、活動延べ人員 34人、活動

料金収入は２８，８５０円（会への納付金は

5,770円）でした。 

 支援サービス別の利用回数の多いものは、

ごみ出し、資源回収、清掃、階段登板設置・

撤去でいずれも、定期的な利用となってい

ます。 

その他の粗大ごみの処分、家具処分、自

転車処分、家具の移動、大工仕事、病院へ

の付き添いは、単発的な依頼となっていま

す。 

 活動会員年齢構成   利用会員年齢構

成 

年齢 人数 

８０代 ２ 

７０代 １２ 

６０代 １０ 

５０代 ３ 

４０代 ０ 

３０代 １ 

２０代 ２ 

計 ３０人 

(平成 24年 3月末現在) 

 

研修会が開催されました 

 

3 月 25 日（日）自治会との共催で活動会

員や自治会員を対象に、大津地域包括支

援センターの職員を講師に迎え、「認知症」

をテーマに研修会（福祉講演会）が開催さ

れました。 

研修会は平成 24年度も 3回程度、開催 

 

する予定です。 
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横須賀市から市民協働補助金が出る 

ことになりました 

 

サポートクラブでは市民公益活動団体と

して 1 月に横須賀市市民協働推進補助金

を申請しました。そして、書類審査を経て３

月 29 日に公開プレゼンテーションと審査会

が開かれ、パソコンとプロジェクターを使っ

てサポートクラブの活動を説明、ＰＲをしてき

ました。 

 その後、４月にはいって、審査結果が発表

され、補助金対象企画事業として決定した

との市からの通知がありました。 

 審査会からいただいたコメントの中で、本

サポートクラブは「戦後形成された集合住宅

の課題として、全国各地に見られる問題解

決の突破口になる具体的な取り組みであ

る。」と評価されました。 

 改めて私たちの活動が期待されており、

厳正な運用と効果的な活動を推進していく

ことの重要性を認識しました。 

  

       

        

 

年齢 人数 

９０代 １ 

８０代 ２ 

７０代 ５ 

６０代 ２ 

計 １０人 

(平成 24年 3月末現在) 

 



安否確認サービスを始めました 

サポートクラブでは高齢化、核家族化が

急速に進む中で地域での見守りにより、一

人暮らしの高齢者等が安心して生活が出来

るように定期的な電話訪問による安否確認

サービス（安心電話）を 5 月から開始しまし

た。 

 これは、当地区の民生委員、社会福祉推

進委員が中心となって調査し、意向確認を

行い、一人暮らしの高齢者の安否確認のサ

ービスを開始したものです。既に 10 名近く

の方がサービスを受けています。 

 6 月からは更に対象を広げ、65 歳以上の

高齢者のみの世帯や、その他定期的な安

否確認を必要とする世帯を対象に、安否確

認を希望する方に対しても実施していきま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 24 年度の賛助会員を募集します 

 

大津シーハイツ・サポートクラブの活動に

賛同し、労力の提供は出来ないが、資金面

で援助をしてくださる平成 24 年度の賛助会

員を募集しています。 

年度会費は 1 口 1,000 円で、何口でも結

構です。 

なお、平成 23 年度中に賛助会員になら

れた方にあっては、24 年度も引き続き、賛

助会員として扱わさせていただきますので、

よろしくお願いいたします。 

こんにちは 

コーディネーター（前民生委員） 

       Ａ－１０４ 早乙女 欣子 

 私達の住んでいる団地をはじめ地域全体

で高齢化が進んでいます。このような時に

高齢者に対して何か手助けが出来ないだろ

うかと思っていたところ、サポートクラブの計

画が持ち上がったため、この活動に参加さ

せて頂き発足させることが出来ました。 

 また、横須賀市では福祉事業の一環とし

て「ふれあい弁当」の配食を実施しています。

大津行政センター管内で百人以上の高齢

者が利用しており、６５歳以上の一人暮らし

の方、又は高齢者夫婦で料理の不自由な

方が対象です。夕食のみの配食で週４日

（月、火、木、金）配達です。この事業は配

食と併せて高齢者の安否確認を行っており、

これまで多くの救援活動を行った結果が残

されています。 

 サポートクラブも安否確認が重要だと思っ

ています。いろいろ情報と連携を取りながら 

明るく楽しい大津シーハイツでありたいと思

っています。 

 

 

コーディネーター（社会福祉推進委員） 

           Ｋ－７04 本間 和子  

 現在、社会福祉協議会の推進委員をして

おります４人がサポートクラブ発足時からコ

ーディネーターとして活動しています。 

 推進委員としての経験を生かして、サポー

トをお願いする方と、サポーターの方との調

整役として、お手伝いをさせて頂いておりま

す。 

 ５ヶ月を経て少しずつですがご依頼があり

ます。お互い様の気持で、お困りの事があり

ましたら、お気軽にお電話下さい。 

 気持ちよく手助けを引き受けて下さるサポ

ーターの方、そして賛助会員の方々に感謝

しております。 

もしもし 

今日もお元気

ですか？ 

おかげさま

で元気です

よ 



こんにちはサポーターです 

Ｂ－２０３ 飯塚 光義                  Ｊ－１１０４ 宮崎 芳子 

 

 明日は我が身となってもおかしくない年齢     会がスタートして早、４ヶ月程、経ちま 

で、サポート出来るのは健康のおかげである   ,した。最初は私にも出来るかしらと一寸 

と実感しています。                   不安もありましたが、小さなお手伝いを 

 私の受け持ち作業は週２回で、利用会員の   させて頂いております。 

帰宅時に、階段に車椅子通行用の道板２枚     利用者の方にとても喜ばれ、私自身 

を設置、撤去するだけの単純作業ですが、雨   嬉しくなり、毎日に生きがいを感じてお 

天の場合は特に迅速性が要求され、安全に    ります。総会の時にお声をかけさせて 

通行出来るよう配慮しています。           頂き、お話しをしながら、お互い身近に 

 利用者に「お帰りなさい」の声をかけ、笑顔    住んでいることを知り、心強さを感じまし 

で応答されると、苦労もすっ飛んでしまいます。  た。これからも私の出来ることでお役に 

これからいつまでサポート出来るか分かりませ   立ちたいと思っています。 

んが、初心を忘れず、安全に配慮し事故のな 

いよう、気持を引き締めていきたいと思ってい 

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 24年２月～５月末） 

ここにお名前をご紹介し、お礼に変えさせていただきます。 

  

 賛助会員（敬称略）  西村 靖子 清水 依子 高橋淳子 狩野 節子 

柄崎 武夫 脇森 弥栄子 山田 絢子 貫 美栄子 

湊川 雄弘 嵯峨 ハル 長南 慶子 松本 サヨ子 

中川 光子 伊東 節子       （14人 ４５，０００円） 

                ※ 24年度の現在までの賛助会員数は 25人。                        

 

ご寄付         松本 堅一  早乙女 欣子  神山 博 匿名１    

                                       (4 人 ８，０００円) 


