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平成２５年度総会が開催されました 

 

 平成２５年度の活動を開始しました。

早速４月２０日、集会所にてサポートク

ラブ総会が活動会員、賛助会員、利用会

員が参加して開催され、前年度の活動報

告、決算報告がされ承認されました。 

 今年度の事業計画、予算が提案審議さ

れました。特に活動趣旨のご理解をより

広め、新たな活動会員を増やし、活動の

場を広げ深め、大津シーハイツでお住ま

いの皆さんの生活をより良くサポートし

ようといろいろ具体的な計画が話し合わ

れ、会員のご賛同を得て承認されました。 

また、活動会員の吉田善治さん、本山

秀人さん、田島正明さんをアドバイザー

に迎えることが承認されました。 

  

活動会員、賛助会員、利用会員が一堂

に会する貴重な機会を活かし、総会終了

後、軽食をとりながら懇談し、サポート                  

 

活動開始から１年余の経験を語り合い、

一層充実した活動を行うことを会員一同

改めて心に刻みました。頑張っていきた

いと思います。 

 

 サポートクラブの活動趣旨を是非ご理

解いただきサポート活動に参加ください。 

 

  

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、  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、包丁研ぎ、買い物、外出援助、     ために１口千円の資金援 

緊急時の保育園への送迎等              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５号（２０１３年６月２日） 

 

 



平成２４年度の活動状況 

平成２４年度３月末の活動会員は３４名、

賛助会員も３４名で、利用会員は２９名でし

た。 

 ２４年度の支援サービスの利用件数は延

べ 120件（一月平均 10件）、活動延べ時間

は 262 時間（同 22 時間）、活動延べ人数

578人（同 48人）、活動料金収入は 172,400

円（同 14,367 円）、会への納付金は 34,480

円(同 2,873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、室内清掃、階段スロ

ープ設置・撤去で、いずれも、定期的な利

用で、次に多いのは病院への付き添い、庭

の除草・剪定、粗大ごみ処分、室内修繕、

家電製品修理等々の順で、単発的な依頼と

なっています。 

  

活動会員年齢構成   賛助会員年齢構成 

年齢 人数 

８０代 １ 

７０代 １６ 

６０代 １０ 

５０代 ４ 

４０代 ０ 

３０代 １ 

２０代 ２ 

計 ３４人 

(平成 25年 3月末現在) 

 

利用会員年齢構成 

 

 

 

 

 

 

 

平成 25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

の援助をしてくださる平成 25 年度の賛助会

員（25 年 4 月～２６年 3 月）を募集していま

す。 

ご協力をいただける方は、お近くの次の

役員にご連絡ください。 

 

コーディネーター 

千代川倭子 C502 841-0599 

鈴 木 令 子 Ｊ513 841-0020 

本 間 和 子 K704 843-3158 

道 村  恵 G204 842-3153 

会計 勝 村 紀 基 B205 895-4360 

事務局 神 田  学 K203 080-4630-0242   

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年も横須賀市から市民協働補助金

が出ることになりました 

 

本年度の市の補助金の申請は昨年度の

２倍以上の 18件で、7件が落選するという厳

しい審査でしたが、サポートクラブは対象企

画事業として認められ補助金の交付が決定

しました。審査会のコメントの中では「時代

や市民のニーズを適格に捉え、行政の施策

の補完的機能を果たしていて、他地域のモ

デルとなる活動をしている。」との評価をい

ただきました。 

年齢 人数 

９０代 ２ 

８０代 ６ 

７０代 ３ 

６０代 ２ 

５０代 １ 

不明 ２０ 

計 ３４人 

年齢 人数 

９０代 ３ 

８０代 ５ 

７０代 １４ 

６０代 ６ 

５０代 ０ 

４０代 １ 

計 ２９人 

(平成 25年 3月末現在) 

 



生垣刈込等の電動機具講習会を開催 

 ５月３日（憲法記念日）９時から、活動会員

に対し電動バリカン・草刈り機の取り扱い講

習を行いました。これは昨年度支援要望の

あった専用庭の生垣整備や草刈りをより効

率的に行うため、このたび電動のバリカンと

草刈り機をクラブの備品にしましたので活動

会員が安全に機材を取り扱うことが出来るよ

うにと開催しました。講習の場としてＡ１０１

松本様宅をお借りし新アドバイザーでみどり

クラブの会員でもある大ベテランの吉田、本

山、田島さんを講師に受講者１０名。レクチ

ャーの後かわるがわる機材取り扱いを実習

し、取扱者として必要なレベルに到達しまし

た。 今年のご支援はこれまで以上にスムー

ズに行えるものと思います。 

 

（安全に使えるようになりました） 

新活動・包丁研ぎを実施 

５月４日（土）１３時から、管理事務所玄関

前にて包丁研ぎを行いました。 昨年１１月

サポートクラブ展で包丁研ぎをご紹介したと

ころ皆さんのニーズが多かったことから新た

なサポート活動として行いました。広報チラ

シに口コミも加わり？受付が追いつかない

ほどの大盛況でした（包丁とハサミ合計５１

本）。ここでもアドバイザー吉田、本山、田島

さんが研ぎ師として大活躍でした。今後とも

定期的に開催する予定で広報チラシにて

お知らせいたします。ぜひご利用ください。 

 

 

（新アドバイザーの吉田さん、包丁研ぎ中） 

 
（新アドバイザーの本山さん、包丁研ぎ中） 

 
（新アドバイザー田島さん、受付脇でハサミ研ぎ中） 

台車のご利用を 

皆さんお気づきですか「サポートクラブの

台車」。資源回収日収集場に置きご利用い

ただいています。ぜひご活用ください。   

 



こんにちはサポーターです 

Ｋ－７０１ 秋山 和代                

主人と別れ（天国）４年、当団地に戻って

サポートクラブ、睦会等皆様と交流を持ち私

自身の認知症予防に努めております。 

肩、腰、膝等お悩みの方にはマッサージ、

針、灸を。衣装（着付）、髪形（カット他）など

で少し若く、美しくとお思いの方、お手伝い

させて頂きます。 

皆さま方と楽しい会話をして、時間を費や

したいと思っております。 

○ 古希迎えひとまず仮の精算書 

○ 春風に会うネクタイは派手にする 

○ お茶替えてさあ聴きましょう胸の内 

 

（多種の特技をサービス中の秋山さん） 

 

 Ａ－１０１ 早乙女 雄三郎 

大津シーハイツには３４歳のときに入居し

ましたが時の経つのは早く、いつのまにか３

９年も経過し今は７３歳になりました。 

私の初めてのボランティア活動は、７０歳

の時に社会福祉協議会の「ふれあい弁当」

の配達でした。携わって初めて地域の高齢

者等が安心して暮らせるような日常生活の

支援や助け合いの必要性を再認識し、ボラ

ンティア活動に関心を持ち始めました。 

サポーターとして支援活動に従事させて

いただいていますが、もともと不器用で未熟

なため先輩たちの活動を参考にしながらど

うにかついていっているという状態ですが、

色々な人との出会い、色々なことを知ること、

嬉しい事や楽しい事も多々あり、今は積極

的に活動に参加させてもらい極めて充実し

た生活が送れていると思います。 

ただクラブ発足後１年半になりますが、支

援を求めてくる人がまだ少ないように思いま

す。支援が必要な人は少なくないでしょうが

クラブの活動内容を知らないために助けを

求めてこないことも考えられます。 

会員による広報活動をさらに強化して、サ

ービス内容の周知を図りたいものです。 

 

 
（階段に車イス用通路を準備中の早乙女さん） 

 

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。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。 （平成 2５年２月～５月末） 

 

賛助会員（敬称略）  伊東節子 清水依子

小野栄治 小林徹 中川光子 松本サヨ子 

長南慶子 高尾勝彦 貫美栄子 高橋淳子 

井上栄子 吉岡雅俊 重信玲子 平間陽子 

大塚 操 三上二恵  渡辺健郎 橋口重子 

岡澤芳一 神田信子 野中泠子 草野 泉 

渡邊 勝   （匿名者２名） 

 （２５人 ５１，０００円）  

 

ご寄付（敬称略）   並木昭治 岩森清敏 

道村義弘   （匿名者３名） 

             (６人  ２８，６００円) 

 


