
  

気軽に集まり交流できる「ふれあいの場」を 

      事務局長（民生委員） 神田 学 

 

誰でもが気軽に集まり、交流できる場所が欲しいという声をよく聞きます。 

大津シーハイツには、ひとり暮らしの高齢者は 70 人程おられ、高齢者のみの世帯も 90 世

帯程と年々増加してきています。そして、高齢者の孤食や食事と栄養の問題も大きな課題

となっています。 

すでに、近隣のいくつかの地域では誰でもが気軽に利用できるサロンやコミュニティカ

フェを団地内や町内会館・自治会館に、また住宅の一部を使用して設置してお茶やランチ

を提供したり井戸端会議のようなおしゃべりや情報交換、交流の場とする動きが出てきて

います。 

 

そこで、サポートクラブでは、大津シーハイツにおいても、当面二か月に１度程度、み

んなで気軽に集まり、おしゃべりをしながらお茶や軽食を楽しむ「ふれあいの場」を設け

たいと計画を進めています。 

当初は、主にひとり暮らしの高齢者を対象に、小集会室を利用して、１０人～１５人程

の方に、コーヒー、紅茶とケーキ、サンドイッチ等の軽食からはじめ、利用者のご意見、

希望などもいただきながら、ふれあいの場としてのサロンをスタートさせ、運営していき

たいと思っています。 

計画が出来次第、お知らせいたしますので、その際は、是非お誘い合わせの上ご参加い

ただければと思っています。また、この「ふれあいの場」づくりにご協力いただける方、

ご関心のある方はどうぞ、ご連絡いただきたいと思います。 
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 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 

 

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 
 

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 
 

利 用 案 内 

 



   ２０１９年度 総会 

4月 20日、管理事務所集会室にて 2019年 

度総会を開催しました。活動会員、利用会員

と賛助会員、計５０名が参加しました。 

 早乙女代表が「創立以来８年目に入ったサ 

ポートクラブが、ここまで充実発展できたの

は偏に団地にお住いの皆さんのご支援ご協

力の賜物」との謝辞と発展への思いをお伝え

しました。 

 
 

次いで、議題の平成３０年度事業成果と決

算報告及び新年度の事業計画と予算案が提

出され、いずれも皆さんのご承認をいただき

ました。 

総会終了後は、参加者皆さんが軽食をとも 

にして懇親を深めました。 

 

 
 

 

   平成３０年度の活動 等 

 

１ 会員現況（年代別 人数） 

 

 
今後も利用者は着実に増加すると思われま

すが、活動会員も高齢化しています。 

多くの方の活動参加をお待ちしています。 

２ サポート活動（種別 年間利用件数） 

 件数 

 

サポート活動の利用件数は、活動時間、利

用代金などに比例します。 

通院、買物など外出時の付添い支援が急増し

ています。 

 

３ 平成３０年度 収支状況 

（１）年間収入（約３６万円）の割合 

   （前年度繰越金を含まない） 

 

 
 

（２）年間支出（約３３万円）の割合 

（予備費を除く） 

 

 
 

サポート活動の最大の資源は皆さまの多

大なご理解ご支援です。改めて感謝申し上げ

ます。お住いの皆様方のご期待、ご要望に多

様な活動で末永くお応えできるクラブであ

るよう努力してまいります。 
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市補助金

14％

運営費

25％

イベント収入

3％賛助会費

23％

寄付金

33％

その他２％

地域活動費

19％

通信費

25％

活動品費

23％

印刷費

11％

謝礼金 5％

会議費 11％

保険料・雑費 6％



 ４ 2019年（令和元年）度の予算 

 

（１）年間収入予算額は、約 45万円 

（昨年度にほぼ同じ）。 

（２）支出予算（予備費を除く）43万円の割合 

 

「地域に貢献できる活動」が重点です。 

 

５ 平成 24～30年度 活動時間の推移 

  時間 

 
    

 平成２３年１１月クラブ設立後、サポート

活動は平成２４年から本格的となりました。

お住いの皆様のご理解ご支援が年ごとに大

きくなり、それに呼応してご利用数も活動の

規模も増大し、中身も充実していることがご

理解いただけると思います。 

 喫緊の課題は「利用者数もサポート内容も

増えていくのでそれに応じるサポーターを

確保しなければならない」（足りなくなりつ

つある）です。発展の軌跡と現状、課題をご

理解いただけると幸いです。 

 

 

お花見の会 初めて開催 

 

桜前線が北上する中、サポートクラブでは

自治会などの多くの方のご協力ご支援を得

て、3 月 30 日（土）昼過ぎから、初めての

「お花見の会」を開催しました。 

 お茶やお菓子、甘酒などを用意しましたが、 

それぞれお好みのものを持ち寄って参加さ

れ、楽しい会になりました。 

 
 

桜の名所を訪ねるのも素晴らしいことです

が、こんなに近く、我が住まいの庭でも充分

に桜を堪能することができるなんて。 

 そこで考えてみたのです。団地内に何本の

桜があるのでしょう？ なんと 43 本も植え

られていて、その種類は主にオオシマ桜、染

井吉野、山桜でした。 

改めて私たちはとても美しい環境の中で生

活していたと気づかされました。 

因みに、桜の本数と種類は管理組合理事長

の長島さんに教えていただきました。 

また来年も桜を楽しみたいですね。 

（事務局 川口由起子） 

 

＊ 花見の会は、自治会、睦会、子供会、みど

り倶楽部、レコードを聴く会と当クラブが協力

して開催することができました。多謝（事務局） 

 

 

福祉講座 おおつ史跡散策 

 

 5月 19日、曇り予報が晴れ模様に変わった 

さわやかな朝、昨年に続く大津の史跡散策を 

自治会福祉部と共催で行いました。講師には 

郷土研究家の芳賀さんをお迎えし、参加者は 

32名でした。 

コースは、2 丁目の日切地蔵尊から始まり

貞昌寺、竹澤堰跡、湘南大津の丘（池田町）

等、そして桜が丘への長い階段を上って安房

口神社を巡り大塚復元古墳まで。 

3時間弱の道のり、皆さんよく歩かれました。 
 

 

大塚復元古墳まえの広場にて 

地域活動費

27％

通信費

19％

活動品費 16％

印刷費 10％

会議費 9％

謝礼 4％

保険料等

5％

ふれあいカフェ12％



 ふれあいお弁当の配達始めました 
先の会報でお知らせしたとおり、4 月 1 日

からふれあいお弁当の団地内利用者への配

達をサポートクラブの活動として開始しま

した。 

大津地域での配達ボランティアが不足し

ている現状があり、団地内だけでも人手不足

対策に協力しようと考えています。 

  

 

 お弁当を配達して配達表にサインする I棟岡田さん。 

岡田さんは配達のボランティア募集に応えられ、 

サポートクラブの活動会員に加入されました。 

 

 

 健康長寿に不可欠な体力 

 誰でもできる 「６つの筋トレ」 
 

筑波大学大学院久野教授が、健康長寿に不

可欠な体力・移動能力の維持向上に多大な効

果が期待できる「やさしくて、大事な筋トレ」

を推奨しています。 

「移動能力」とは、「立ち座りの能力」と「歩 

行速度の能力」のことで、衰えると立ち座り

が面倒になったり、歩くのが億劫になったり

して家にこもりがちになるなどで筋肉が加

速度的に弱っていきます。 

 

久野先生の推奨する筋トレは、難しくも大 

変でもない簡単な６種類のメニューからな

り、要支援や要介護１，２の方や車イス使用

の方でもできます。 

 

試してみようという方には、久野先生の許

可を得て作成した「６つの筋トレのやり方」

をお届けします。ご希望の方はご連絡下さい。 

 

 

紙面の都合上、2 種類の運動のイラストを

紹介しています。 

 

       

 
 

 

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３１年２月～令和元年 5月）  
 

賛助会員  重信玲子、新田雅敏、長南芳男、

長南慶子、荒井村子、遊佐八千代、三上二恵、

板屋越行雄、渡邉勝、中川光子、西川ひとみ、

栗原和美、貫美栄子、福岡政昭、柄崎千鶴子、

清水依子、宮川みちよ、松本亘正、井上栄子、

並木昭治、竹之内正一、渡辺健郎、岡澤芳一、

桐ケ谷政甚、林紀美子、小野栄治、高城倫代、 

泉みとり、久保田英夫、井川淑子、高橋敦子、

高梨鶴彦、吉岡雅俊、有房孝之、家村美和子、 

長野剛、平塚茂、平間陽子     （65,000円） 
                    

ご 寄 付  菊池篤、早乙女欣子、道村恵、原 

フジ子、湊川正香、長岡公子、田中勇吉、船木 

喜次、岡田恵美子、草野泉、星山多美子、加藤 

清恵、小野栄治、小林徹 、匿名者 

（85,500円） 

 

 

池田町の高台から見た大津シーハイツ 

 

 

これから梅雨、猛暑の夏となります 

くれぐれも熱中症予防にご留意下さい 

予防と対処のパンフレット準備しています  

ご希望の方お届けします ご連絡下さい 

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 
 

 

つかまりスクワット 

座りながら膝伸ばし 


