
 

 

 

 

大津シーハイツ・サポートクラブ 

発行人 代表 行基 健一 

 

ＴＥＬ 080-4630-0242 

              (事務局 神田)                                               

 

 

平成２５年度上半期（４月～９月）活動状況 

 平成２５年度の活動も半分過ぎました。そ

こで、本年度上半期までの活動状況をみてみ

ますと、まず活動会員数、賛助会員数、利用

会員数は、９月末現在いずれも同数で３５人

となっています。 

 

活動状況を一月平均でみると、 

・延活動時間は１月平均２４時間 

・延活動人数は１月平均５８人 

・活動料金は１月平均１４，７５０円 

となっています。 

次に、活動状況を活動内容別に延時間、延人

数についてみると次のようになります。  

                  

 

※スロープ：車椅子用階段へのスロープの設置及び撤去 

 

 

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。     

延活動時間 

① 掃除・片付 42.0 時間 （29.5％） 

② ごみ出し 27.2 時間 （19.0％） 

③ 外出支援 25.5 時間 （17.9％） 

④ スロープ 24.7 時間 （17.4％） 

⑤ 除草・剪定 10.5 時間 （7.4％） 

⑥ その他 12.5 時間 （8.8％） 

計 142.4 時間 （100.0％） 

   人   数 

活動会員 ３５人（男 16・女 19） 

賛助会員 ３５人（男 13・女 22） 

利用会員 ３５人（男 11・女 24） 延活動人数 

①ごみ出し 163 人 （47.2％） 

②スロープ 74 人 （21.5％） 

③掃除・片付 46 人 （13.3％） 

④外出支援 26 人 （7.5％） 

⑤資源回収 12 人 （3.5％） 

⑥その他 24 人 （7.0％） 

計 345 人 （100.0％） 

利用案内 

 

助け合いの会 

サポートクラブだより 
        

第６号（２０１３年１０月６日） 

 

 



福祉講演会が開かれました 

７月１０日（水）に自治会との共催で活動

会員や自治会員を対象に市役所高齢福祉

課の職員を講師に迎え「横須賀市の福祉施

策・福祉サービス」「東日本大震災時の高齢

者の状況」「震災時の高齢者の心構え」をテ

ーマに福祉講演会を開催しました。 

 高齢者問題への関心は高く４４名の方が

出席されました。 

担当の職員からは横須賀市における高

齢者福祉施策について詳しく、分かりやす

い説明がありました。 

保健師さんからは 2年前の東日本大震災

時の被災地の支援に行った時の状況をスラ

イドを使って話していただきました。 

その中で、被災地における支え合いの仕

組みとして自助、互助、共助、公助とあるが

とりわけ互助（隣近所の助け合い）の大切さ

を話されていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンケート調査を実施しました 

自治会とサポートクラブでは大津シーハ

イツに居住する高齢者の生活に関するアン

ケート調査を 9月 8日から 30日までの期間

で実施しました。 

回収率は４５％を超えました。ご協力あり

がとうございました。 

調査結果については今後まとまり次第、

ご報告し、今後の自治会やサポートクラブの

活動を更に充実していくための参考にして

いきます。 

防災訓練で避難訓練を実施しました 

９月８日（日）の自治会の防災訓練の日に

防災訓練の一環として、昨年に引き続きサ

ポートクラブでは避難訓練を実施しました。 

曇りがちで時々雨がパラつく不安定な天

候にもかかわらず、７組１５名の方が避難訓

練に参加されました。 

１０時１５分に各支援者が近所の一人暮ら

しの高齢者宅に出発し、高齢者を訪問、安

否確認を行い、安全な最短コースを通って、

避難所として想定した集会所和室に避難誘

導を行いました。 

災害時ですのでエレベーターは使用せ

ず、階段を使っての避難誘導を行いました。          

その結果、平均では 7.5 分で、事前に準備

が出来ていたとはいえ迅速な対応が出来た

といえます。 

その後、みんなで災害時の対応や日常

の注意事項などを話し合い、最後に炊き出

しのカレーライスをいただき、避難訓練を終

了しました。 

 

 

 

 

 

 

 

熱中症予防 一人暮らし高齢者宅訪問 

今年の夏は希にみる猛暑が続き、熱中

症で倒れる高齢者が全国的に続出しまし

た。そこでサポートクラブでは 8 月中旬

に 7 名で分担し熱中症の予防のチラシを

持って４０名の一

人暮らし高齢者宅

を安否確認を兼ね

て訪問し、熱中症

への注意を呼びか

けました。 



お 知 ら せ で す 

車イス取り扱い講習会の開催 

車イスを安全にご利用いただくために、いろ

いろな取り扱い方を学びます。 

＊ 日時 １０月１６日（水）午前１０時から 

＊ 場所 大津シーハイツ集会場 

＊ 講師 大津地域包括支援センター 

詳しくは掲示板のご案内をご覧ください。 

 

 サポートクラブでは、 

車イスの一時貸し出しを 

行っています。 

ご希望の方はサポートク 

ラブにご連絡ください。 

 

 

サポートクラブ展の開催 

今年度も大津シーハイツ文化展にあわせサポ

ートクラブ展を開催します。サポートクラブをより

多くの皆様にご理解いただくよう、種々の活動

のご紹介・実演などを計画しています。また、こ

の日にはご好評頂いている包丁研ぎ（今年最

後）を実施します。 

＊ 日時  １１月１７日（日） 

＊ 会場  大津シーハイツ集会場 

詳しくは掲示板にご案内を掲示しますので

ご覧ください。 

 

サポートクラブのホームページ開設 

 
http://www.geocities.jp/ohtsu_seaheights/ 

 

このたび、サポートクラブではホームページを

開設しました。サポートサービスの内容や仕組

み、活動の流れなどをご紹介しています。 

「大津シーハイツ・サポートクラブ」又「助け合

いの会 大津」でも検索できます。 

 

こんにちはサポーターです 

Ｉ－１０３  上桐原 優子 

このマンションに住んで２０数年が過ぎま

した。その中で、仕事を持ちながら父を看取

ったのが１０年前です。その父の介護を共に

がんばった母も８８歳になり、今は母の出来

ないところをちょっと手伝いしながらの毎日

です。 

以前から「何か皆さんのお手伝いを」と思

っていたときに、このサポートクラブがたちあ

げられ、どうしようかと迷っていましたが３４番

目の活動会員に登録させていただきました。

お陰さまで会員の方々と出会い、楽しく活

動させていただいております。 

これからも少しでもお役に立ちたいと考え

ていますので、よろしくお願いいたします。 

 
（日々のゴミ出しサポート中の上桐原さん） 

 

Ｊ－２０９  豊田 一昭 

サポートクラブに入会して１年半が経過し

ました。サポート活動は、一人暮らしのお宅

で大型家具を別の部屋へ移動、運搬する

作業から始まり、その後の大型ゴミ出し、定

期的な電話による安否確認、防災訓練での

災害時要援護者の避難誘導訓練等々、す

べて初めての体験でした。 

これからますます高齢化が進む中、特に

http://www.geocities.jp/ohtsu_seaheights/


大津シーハイツは、高齢化率が４４%と突出

した超高齢化の地域になっているようです。

いつまでも安心して、暮らしやすい生活が

送れるように、住民同士、サポートする側・さ

れる側の交流をもっと広め深めて行きたい、

と考えています。 

今年から始めた包丁研ぎ、傘の修理が大

盛況で、サポートクラブでは今後日程、受付

要領など種々改善を考えているようです。ま

た文化面では、レコード・ＣＤの音楽鑑賞会

のアイデアもあり、小さなコンサートやカラオ

ケ等々今後の活動の一つとして検討実行さ

れれば、と思っています。 

 

（粗大ゴミ処分サポート中の豊田さん） 

 

Ｂ－２０５  勝村 美津子 

サポートクラブの準備がされていた２０１１

年末、私は大津シーハイツに引っ越してま

いりました。シーハイツ内の整頓された木々

や色とりどりの草花に心が落ち着き、これか

らの生活に期待していた時、掲示板にサポ

ートクラブの活動員募集の張り紙を見つけ

夫婦で参加することを決めました。これまで

に何回も転居し、その都度何らかのボランテ

ィアの経験はありましたが、サポートクラブの

ような活動は初めてです。 

この１年半の間にはいろいろなサポート

活動に参加させていただき、これからも出来

ることは喜んでサポートしたいと思っていま

す。 

シーハイツ内で子どもたちやご高齢の方々

などと日々挨拶を交わすとき、サポートクラ

ブの活動が大きく膨らんでほしいなあ、と感

じます。また活動員は６０，７０代が多いので、

お若い方々ももっと参加してほしいと期待し

てもいます。 

 

（お部屋掃除サポート中の勝村さん） 

 

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６月～９月末） 

賛助会員（敬称略）  木村勉 湊川雄弘 

嵯峨ハル 福岡政昭 並木昭治  

柄崎千鶴子 松本堅一 神山敦子 

宮沢紀子 菅田昭男 （１０人 １４，０００円）  

ご寄付（敬称略）   鈴木令子 原フジ子  

早乙女欣子  （匿名者１名） 

             (４人  １６，０００円) 

 

平成 25年度の賛助会員を募集中です 

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）を募集中です。 

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  


