
 

 

 
料金  

1 時間 500 円が基本 

募集中 

活動会員 支援活動をする有償の 

     ボランティアです 

賛助会員 本会を円滑に進めるため 

    １口千円の資金援助をお願い 

     いたします 

   

助け合いの会 

 

サポートクラブだより 

 

第２２号（２０１９年２月３日） 

大津シーハイツ・サポートクラブ 

編集人   勝村 紀基 

ＴＥＬ 080-4630-0242 

(事務局 神田) 
 

 

新年に寄せて 
 生 き が い  

サポートクラブ事務局 勝村紀基 

 

正月一足遅れながら 新年のお祝いを申し上げます 

大津シーハイツに引越し、サポートクラブに参加して７年過ぎましたが、今ではこの活動に参加

していることが生きがいの一つにもなっていることに気づきます。 

サポートクラブのキーワードは、 

・住み慣れた地域で、いつまでも安心して暮らしやすい生活が出来るように 

・高齢者や障がいのある人、子育て中の人など家事で困っている人達のために 

・「出来ることを、出来る時に、出来る範囲で」住民同士が助け合い、支え合う   です。 

 

サポートクラブの活動は、趣旨をご理解され多大なご支援をされる多くの皆様と直接活動するサ 

ポーター、そしてサービスを利用される方々などすべての皆様にとって「生きる上での一つの目標

となり、何らかの形で生きがいにつながっている」のではないかと思わずにはいられません。 

これからも、サポートサービスを利用される方々が、生活の中での負担を少しでも軽くすること

によってよりよい時間、楽しみのある生活を過ごしていただきたいと思います。 

サポートする側としては、お役に立てるありがたさを実感しながら活動を続けていきたいものです。   

 

・・・サポート活動に参加しませんか 

生きがいの一つにしませんか きっとそうなりますよ・・・ 

 

 「長～い あとがき」 もご一読いただければ幸いです 

利用案内 

利用方法                    

高齢者、障がいのある人、子育て中の人

などで、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。 

サービスの内容 

ごみ出し、掃除、洗濯、簡単な修理、軽

微な力仕事、草取り、買い物、外出援助、

緊急時の保育園への送迎 等 

 

連絡先 080-4630-0242   ホームページ 大津シーハイツ・サポートクラブ 検索 
 

 



新春に寄せて 

 

  サポートクラブ代表 早乙女雄三郎 

 

皆様には日頃からサポートクラをご利用いた

だき誠にありがとうございます。 

昨年の大規模修繕工事も年末には終了し、建

物も塗り替えられて綺麗になり、爽快な気分で

新年が迎えられたものとお喜び申し上げます。 

平成３１年、クラブの活動８年目、これま 

で会員一丸となって研鑽努力、経験を積んだこ

とで組織も活動も充実し、順調に運営すること

ができていると自信がつきました。このように

成長出きたのは、何といいましてもひとえにシ

ーハイツにお住いの皆様のお力添えがあったか

らであり、感謝申し上げます。 

現在新しい利用者が増え、ポート件数も増加

しています。当クラブは、皆様の日常生活の手

助けをする組織ですので、皆様が「自分ではで

きない、困った」ことについてのご要望に対応

しています。皆様のお役に立つことが使命です

から。 

「迷惑かけたくない」と思ってご利用を躊躇

されている方、遠慮なくご連絡ください。 

活動会員もそれ相応に歳を重ねています。 

「まだ動ける、人のお役に立てる」という方 

ぜひ一緒に活動していただけませんか。 

お待ちしております。 
 

イ ベ ン ト 報 告 

映 写 会 
 

 
 

１１月２３日（勤労感謝の日）、内装新たな

集会所で珍しい映写会を開催しました。午前午

後の２回、それぞれ約１時間、参加者は４６名

でした。 

映像は、昨年発行された「大津シーハイツ自

治会４０年の歩み」と大津地域の歴史がまとめ

られた「大津今昔」掲載の写真でした。 

映像は田島クラブ員がパソコン・プロジェクタ

ー経由で正面スクリーンに写し出し、川口、長

岡両クラブ員がそれぞれについて説明、さら「グ

ーグルアース」として知られる高精細の衛星写真映

像から今の大津地区が隅々まで拡大され、過去と

現在が同時に楽しめる映写会となりました。 

 

 
 

上の写真は、昭和５６年の１コマです。会場の

皆さんからは、若かりし頃や子供がびっくりするほ

ど多く、様々な活動している様子など懐かしさにあ

ふれる映像に歓声が上がりました。 

本映写会は、田島会員が２冊に掲載された写真

を長期保存、活用ができるようにデジタル化する労

を取られたおかげで開催できましたことを紹介して

おきます。 

 

福祉講演会  「終活」 

 

 1 月 19 日 10 時から、自治会福祉部と共催で

行政書士増井裕美子氏を講師にお迎えし「家族

の心配事を少なくして、これからの人生をより

よく生きる、安心して生きる」ために今から準

備できる大事なことについて、明るい雰囲気の

中とても分かりやすくお話しいただきました。 

・ エンディングノートの内容、作り方 

・ 今からできる生活もろもろの整理 

・ 家族が円満に相続できる準備 

 

 
 

エンディングノートをご希望の方は、サポートクラブ 

にご連絡ください。 



 お 知 ら せ 

 

なぎさいきいきサロンにお出かけを 

 

自治会福祉部は毎月のように「高齢者中心の 

ふれあいの場」として「なぎさいきいきサロン」  

を開催しています。毎回趣向を凝らし、皆さん

が交流できる楽しい集まりの場です（サポー 

トクラブも時々共催に参加）。開催ポスターを

見た時は、お誘い合わせて ぜひお出かけを。 
 

 
 

年末⒓月はクリスマ飾りの集会所でフルート  

演奏会が、新年１月はピアノ、バイオリンの 

ニューイヤーコンサートが開かれました。 

次回は何か、お楽しみです。 

 

海風学園でボランティアを 
 

  社会福祉推進委員 米良孝子 

 

これまで 40年以上、自治会活動として馬堀 

町 2丁目の海風学園でのボランティア活動が 

続けられてきました。 

今年度からは、住民有志による活動として毎月 

第 1水曜日９時に大津 1丁目公園に集合して、 

2時間ほど活動しています。 

少人数ですが、雑巾縫いやアイロンがけ、ポ  

ストカード作りなど、簡単なお仕事を楽しくお 

しゃべりしながらやっています。 

今は、椅子のカバーを縫っています。 

男性向けのお仕事もあります。 

簡単な作業ですが、学園の皆さんからはとても 

感謝されています。 

読者の皆様も参加してみませんか 

 

 

４月から「新ふれあいお弁当」に 
   

平成６年、高齢者の健康と見守りなどのため   

開始された横須賀市「ふれあいお弁当配食事   

業」は今年の３月末で廃止されます。 

 

大津地区社協は、独自で平成元年からお弁

当の配食サービスを実施していましたので、こ

こで中止することなく、４月から特養シャロー

ムとの協力で新しい「シャロームふれあいお

弁当」として配食を継続します。 

 

 
 

 ４月からは、市の補助がなくなるので利用 

代金は、普通食１食５００円から６００円 

（＋税）（特別食も対応可・加算あり）となり 

ますが、土・日曜日を除く５日間、夕食として 

配達されます。(利用日は自由に選択可能) 

高齢者の健康を考えたお弁当です。 

また、お弁当は、これまで同様ボランティアの 

協力者が直接手渡しによりお届けします。 

① 配食ご希望の方  申込先 

  神田民生委員、担当ケアマネージャー、 

又は大津地域包括支援センター  まで 

② 配食ボランティア(有償) 募集中  

大津地区社協(ボラセン) までご連絡を 

（シーハイツからも参加されています） 

＊ シーハイツ内の利用者分はサポートクラ

ブが一括受取り、各戸に配達します。 

配達に協力できる方を募集しています。 

 

こんにちはサポーターです 

 

 J-701 岩嵜美代子 

  

  

 

 

 

 

 

 

昨年９月から活動に参

加して４か月。以前から地

域、社会で自分に出来るこ

とを何かしなければと思

いながら時だけが過ぎて

しまいました。   

 

時だけが過ぎてしまいま

した。 
 

そんな時、クラブ員の方に声をかけていた

だき、思い切ってやってみようと入会しまし

た。クラブの合言葉【出来ることを、出来る

ときに、出来る範囲で】のように、少しでも

皆様のお役に立つよう、お互い様の心でお手

伝いさせていただきます。  

どうぞよろしくお願い致します。 
 

 



 

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。   

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） （平成３０年１０月～３１年 1月） 

賛助会員  長野剛、福岡政昭、石橋佳代子 

                         （3,000円） 

ご 寄 付    竹田美恵子、岡澤芳一、宮川 

みちよ、星山多美子、岡田美恵子、貫美栄子、 

松本堅一、加藤清恵、金丸とめる、原フジ子 

                     （３６,000円） 

 

 活動会員 毎日募集中 

少しでも人のお役にたてるような社会活動

に参加すると、人との交わりが増え生きがい

にもなり健康寿命を延ばします。 

ホントです！ 活動に是非ご参加を 
 

 

  長～い あとがき 

“ＩＫＩＧＡＩ（生きがい）“所感 

昨年１２月初めの日曜日朝、NHK ニュース

で、「世界に広がる“ＩＫＩＧＡＩ”」という

紹介がありました。ご覧になった方もいらっ

しゃるのではありませんか。『世界各地に日本

語の「生きがい“ＩＫＩＧＡＩ”」という言

葉が広がっている』というのです。 

スペイン人のエクトル・ガルシアさんの著

書「ＩＫＩＧＡＩ」が、まずヨーロッパでた

ちまちベストセラーとなり、そして世界各地

で、「生きがい」という言葉が広がっていると

いうのです。とても心に残る放送内容でした

ので本（もちろん日本語版）を買って読んで

みました。 

ガルシアさんは、2004年から日本のＩＴ企

業で朝から晩まで働く日々の暮らしに満足感

が得られなくなりました。 

そんな時、沖縄の長寿村・大宜味村のこと

を知り、現地に住みこみ、そこで高齢者が畑

仕事など運動量の多いこと、「摸合・もあい」

と呼ばれる支え合いの互助組織、村全体の共

助活動、多種多様な集まりなど、日々支えあ

って笑顔で暮らしていることを知りました。 

ガルシアさんはその背景に何があるのかを

考え「ＩＫＩＧＡＩ」にたどり着きました。 

 

ガルシアさんの考える【生きがい】の図では、 

『重要な 4つのキーワード「好きなこと」「得意な 

こと」「社会の役に立つこと」そして「収入を得る 

こと」の４つが重なると更にポジティブな要素が 

加わり、その真ん中に「生きがい」があります。 

 

ガルシアさんが言う「生きがい」を知り、私は 

４つの要素は揃わなくても、たった一つでも取り 

組む目標があれば、それでも今の生きがいになる 

のではと考えました。人にはそれぞれ異なる多種 

多様な生きがいの中身があるのでは、と思います。 

 

「生きがいどころではないよ」とか、体の不自 

由さや加齢の影響、病気ばかりでなく、様々な生 

活を阻害する要因があるのも現実です。 

それでも、子供が今できない鉄棒逆上がりが出来 

るようにと毎日練習している姿からは、しっかり 

目標に取り組む生き方が見えますし、また、「生き 

ているうちは自分でできることは何でもやるよ」と 

有言実行されている高齢者にもその生き方に敬服 

させられます。 
 

自らを顧みれば、決して平坦ではない人生の時 

々、年代に応じて生きがいの要素、優先順位とか 

大きさは、その都度変わっていたと思い至ります。 

・ 大人の自覚に目覚める学生時代は「好きなこと、

得意なこと」一辺倒でした。 

・ 社会人として働き、家族ができてからは、「社 

会の役に立ち、収入を得ること」が家族を守ると 

いう大きな目標につながり、余暇の「好きな、 

得意なこと」はその活力になりました。 

・ 子供が独り立ちし、定職から離れ「好きな 

得意なこと」と「社会の役に立つこと」は重な 

る部分が大きくなってきています。 

 

英語のお礼言葉「サンキュー」に返答する慣 

用句に「イッツ・マイ・プレジャー」（私の楽 

しみでしたことですから、お気にされないで下 

さい）というのがあるそうです。 
 

今、まさにこれに近い心境で送れていることが 

生きがい・幸福感につながっており、この気持ち 

ができるだけ長く続けられることを願っています。 

 

さらに多くの方々がサポート活動に参加される 

ことを待ち望んでいます。 
 


