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題字：障がい者の自立のための生活・作業訓練等を行っている「かもめの家作業所」の利用者さん

社会福祉協議会は、略して ｢ 社協（しゃきょう）｣ と言い、誰もが安心して暮らすことのできる福祉のまちづくりを
進めるために設置されている民間の福祉団体です。
ホームページは 小田原市社協 で

編集発行

支え合いが育む、安心社会

小田原市社会福祉協議会広報編集委員会

介護保険制度など様々な福祉サービスが広が
る一方で、虐待、孤立死、高齢者に対する詐欺
的商法、引きこもりなど、制度を充実するだけ
では解決できない問題が増加しています。
こうした問題に対応するためには、地域住民
がつながりを深め、支え合う体制をつくること
が重要です。
そこで、今回は市社協が地区社協とともに進
めている支え合いの体制づくりや、制度上の取
組みについて紹介いたします。

〒

支え合いの体制づくり①
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地域住民による見守り活動
180 チーム・1,828 人が活動
２〜３ページでチーム活動を紹介
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ず
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odawarashakyou@ybb.ne.jp

在宅福祉サービスチームの市社協
で の 事 業 名 が﹁ き ず な チ ー ム ﹂ に な り
ました︒
タイトル部分に記載のチーム数と
チ ー ム 員 数 は︑ 各 地 区 か ら 提 出 さ れ た
﹁平成 年度現況報告﹂の合計です︒

Ｅメール

チーム

づき、見守り、

介護予防を目的に各地区社協で開催される「いきいき健康事業」でも参加者同士が顔見知りに（写真は酒匂
地区の体操教室、平成 25 年度は 26 地区で 70 回開催、述べ参加者は 3,082 人）

支え合い

っと一緒に

元気な生活を応援

れ親しんだ間柄
支え合いの体制づくり②

きずなチーム（旧称：在宅福祉サービスチーム）は、26 地区社会福祉協議会内に、
地域の要支援者に対して近隣住民が無理のない支援（見守り）活動をしていくために
設置され、単位自治会あるいは民生委員・児童委員の担当エリアなどを範囲に、自治
会長、民生委員・児童委員、地区ボランティアをはじめとする地区社協関係者による
チーム構成となっています。
日常生活のなかでの「さりげない見守り」が活動の中心ですが、チームによっては、
一歩踏み込んで、要支援者に手紙を出したり、訪問して世間話しをするといった活動
や敬老会などの地域のイベントの手伝いをすることもあります。
このたび、
「見守り活動がイメージされやすいやさしい名前に」という声にお応え
するかたちで、活動をされている皆さんと一緒に考えて、市社協での事業名を「きず
なチーム」といたしましたが、慣れ親しんだ「在宅福祉サービスチーム」の名称のま
まで活動をされているチームもあります。

次の３つの取組みも２〜３ページで紹介

ちょっとした困りごとを地域住民が解決

制度上の取組み①

制度上の取組み②

会員相互で子育てを支援

ホームヘルパーが生活を支援

支援会員として活動を希望されるかたの
研修会

介護保険でホームヘルプサービスを利用
されるかたと市社協登録ヘルパー（写真
右）の活動終了後のなごやかなひととき

３地区（東富水・早川・久野）で取り組まれる ファミリー・サポート・センター
支援会員を募集中
生活応援隊（生活支援活動）

介護サービスセンターで
ヘルパーさんも募集中

26

11 月 1 日から、久野区民会館内にオープ
ンした「ふれあいスペース」に集まって、
本活動を進める「ひまわりの会（久野地区
地域福祉コーディネーター会）
」の皆さん

この広報紙は、赤い羽根共同募金の配分金と広告料により発行しております。

ホームページは 小田原市社協 で

平成２６年１２月１日 第１０３号

支え合いが必要な社会で
進められる活動（事業）
多くの人が持つ福祉課題・生活課題は、社会的孤立とかかわりが深く、高齢者
に限らず、すべての人びとに起こりうるものです。
過去に国立社会保障・人口問題研究所が出した報告書によると、５～６年後に
は、すべての都道府県で単身世帯が最も多くなると予測されています。
それに加えて、近隣関係も徐々に希薄化しているなか、一人でも安心して暮ら

きずな（在宅福祉サービス）チーム
「見守り対象のかたを訪問したら、家の中で倒

女子力でチーム力もアップ

多く報告されている「きずなチーム」ですが、
担い手不足という課題もあります。

市社協地域福祉担当 ℡ 35-4000

着物や帯からリフォームしたもので、必要なものは
いつもこの中に。

このような状況で進められる支え合いの活動は、そこに関わる人びとが交流で

ました。富水地区全体のチーム員数 116 人中 69 人

きる場でもあり、サービスの受け手も時に担い手となる、あるいは、いま担い手

が他に役職を兼ねない

である人がやがて受け手になる、という考え方の上に成り立っています。

純粋なチーム員です。

ここで紹介する活動（事業）は、無償、有償など形態は様々ですが、支え合う
地域社会をめざして、その当事者である高齢者なども含め、住民の皆さんが参加

純粋なチーム員を位置付けて活動に取組む地区

利用されるかたが、その人らしく、自立した生活を送れるよう

やチームもあります。

に援助を行っています。

サービスの内容

チーム員にママ友も協力

（酒匂・12 区）

身体の介護、食事づくりや掃除・洗濯などの家事援助
●障害者総合支援法でのサービス（障がいをお持ちのかた）

酒匂 12 区では、民生委員さんが知り合いの

身体の介護、食事づくりや掃除・洗濯などの家事援助

ママ友たちに声をかけたところ、チーム員数

通院のための介助

30 人中 14 人（40 ～ 50 歳代）が純粋なチー

目が不自由なかたの外出の付添い

ム員という構成になりました。

社会参加のために外出するときの介助
●自主契約でのヘルパー派遣

新たにチーム員となった皆さんは、個人情報

し、担っているものです。

市社協介護サービスセンター ℡ 35-8143

●介護保険法でのサービス（要支援、要介護と認定されているかた）

市社協地域福祉担当 ℡ 35-4000

チーム員同士の連帯感が生まれ、活動が楽しくなり

せることができる地域づくりが必要となってきています。

介護保険法、障害者総合支援法での指定事業者などとして、

そんななか、従来の地区社協関係者に加えて、

（富水地区）

活動をするときに、書類などを入れて持ち歩くバッグ

ホームヘルパーの派遣事業

れていたので救急車を呼んだ」などの事例も数

ひと工夫で活動も楽しく

を皆で作りました。

介護サービスセンター

保護に配慮し、敬老会の案内状の配布なども手

上記に準ずるかたちでの、必要な

伝っています。

担い手
募集

かたへの自立支援

←避難所運営ゲーム ( 注 ) で、地域の防災についても理解を
深めるチーム員
（注：被災後の避難所で起こる様々な出来事にどう対応して
いくかを模擬体験するゲーム・通称：HUG ハグ）

この取組みが明るい未来をつくる
取組みが広がる生活応援隊
家の中は移動できても外に出られないからといって、ゴミ出し
だけのために、ヘルパーさんに来てもらうことはできません。
こうした「ときどき」とか「ちょっとしたこと」ができないこ
とに対して、近隣の住民が支援する活動が生活応援隊（市社協事

地区名
活 動 名 称
サポーター登録者数
東富水 ささえあいセンター東富水
７２人
早 川 はやか輪みんなでささえ隊
４３人
久 野 ささえあい久野・ひまわりの会
４２人

●問 市社協地域福祉担当℡ 35-4000 または２ページに記載の各受付場所

会員さん同士の相互援助活動
急な残業や親せきの法事など、ちょっと子どもを預かって欲しいけど、頼れる人が

市社協地域福祉担当℡ 35-4000 または下の各受付場所

業名）で、現在３地区で取り組まれています。

利用できる人と料金

サポーターとして、それぞれの地区社協活動を応援して
くださるかたを募集
●報酬額（１時間の活動あたり） ３００円
※報酬額の支払い方法、ゴミ出しの場合の計算方法は地区に
よって異なります。
●各地区の活動名称・サポーター登録者数（H26.11.1 現在）

ファミリー・サポート・センター支援会員（会員制互助組織）

申込方法など

申 込 受 付
受付場所 受付日
受付時間
ふれあい処
東富水 ひとやすみ 火・金曜 9：30 ～ 11：30
早 川 ふらっと城山 月～金曜 10：00 ～ 16：00
久 野 ふらっと城山 火・金曜 10：00 ～ 12：00

生活応援隊サポーター（有償ボランティア）

ファミリー・サポート・センター

久野地区でも 11 月から開始

地区名

虐待や孤立死などをなくす個別の取組みは大事ですが、発生そのもの
を抑える「地域社会のつながり」がさらに重要です。
ボランティア的な活動であれ、制度上のサービスであれ、その活動を
通じて必要としている相手とそれを担う人との関係ができます。
そうした人間関係が継続され、地域住民同士のつながりが強まること
で、こういう問題の事前の解決、予防につながります。

TEL/FAX
TEL:20-3939
FAX:20-3938
22-0127
(TEL・FAX とも )

お子さんを預かってくださる支援会員を募集
●報酬額（30 分あたり）月～金曜日の 7 時～ 19 時：３５０円
土・日曜日、祝日、年末年始及び上記以外の時間帯：４５０円

そばにいない。そんな不安を解消し、子育てを地域で支援することを目的に、小田原
市で設立された組織で、本協議会が受託運営をしています。

相互援助のしくみ

※活動が終了したら、依頼会員から支援会員に、直接お支払いいただくシステムです。

●問 小田原市ファミリー・サポート・センター ℡３５−００５３

小田原市ファミリー・サポート・センター ℡ 35-0053

介護サービスセンター・登録ヘルパー（パート就労）
●資格 ヘルパー２級以上、要運転免許（車・原付）
●勤務 週２日・１週間のうち８時間以上働けるかた
●賃金（時給）生活援助：１，１５０円 / 身体介護：１，５００円
●待遇 交通費支給（当事業所規定による）、処遇改善加算一時金有、
土日祝は１時間につき１００円プラス

電話で受付後、地区の役員さんがご自宅に伺い、詳しい

①利用できる人
東富水・早川・久野地区にお住まいで、本人または家族が高齢、

打ち合わせを行います。内容によっては、お受けできない

病気、出産、育児などの理由により、日常生活に支障があり、

場合もあります。
★利用できる内容

支援を必要とする人。

●問 小田原市社会福祉協議会介護サービスセンター

掃除、洗濯、食事作り、買い物、電球交換、草むしり

②利用料金
１時間１人のサポーター（作業員）につき 400 円

話し相手、ゴミ出しなど

℡３５−８１４３

介護サービスセンター・サービス提供責任者（嘱託職員）

※事故防止のため、複数人での作業を原則とします。

●資格 介護福祉士、要運転免許（車） ※詳細はお問い合わせ下さい。
●問 市社協企画総務係 ℡３５−４００９

ゴミ出しの料金などは異なるので、お問い合わせ
ください。
会員の交流会で、参加された会員のお子さんのお世話
をするアドバイザー

介護のことなら生協におまかせ！
福祉用具レンタル・販売・住宅改修

さわやかホーム久野

富士ライフサポート

電話：0465-32-3344

電話：0465-32-3731

◆ ご利用者 15 名程の家庭的な

経験豊富な担当者がご対応
します。福祉用具の事なら何なり
とご相談下さい。

デイサービスです。楽しいひと
時をお過ごし下さい。◆

〒250-0055 小田原市久野 857-1

敷金１ヶ月！ 礼金０！ 更新料０！ 仲介料０！
ヴィラ鴨宮（33.04 ㎡）

☆東海道本線 鴨宮駅 徒歩２分！

１DK

物件所在地 小田原市南鴨宮３－４－８

共益費

5,000 円

賃料 6.84 万円
小田原市久野 3764-11

▼ ▼

デイサービス

竣工年月日 平成１3 年 8 月１日
管理期間 ～平成３3 年 7 月３１日まで

☆緊急通報サービスあり !! 管理人室有 ３点給湯追焚付 エレベーター有
お気軽に
お問合せください
神奈川県知事 (3) 第 23254 号 〒220-0023 横浜市西区平沼 1-3-13 大勝ビル 9：00 ～ 17：30 定休日 水曜日・祝日

ホームページは 小田原市社協 で

平成２６年１２月１日 第１０３号

どうもありがとうございました
（平成 2 ６年８月１日～１０月３１日）

老化を遅らせるポリフェノール

お名前（敬称略）
円蔵院
磯崎

美肌効果に生活習慣病予防から
認知症予防やガン予防にも

金

26,225 円
41,055 円
30,000 円
23,000 円

昇

明治大学校友会 神奈川県西部支部小田原地域支部
匿名（２件）

合

わたしたちが生きていくために欠
かせない酸素は、紫外線、ストレス
や生活習慣のなどの影響によって、
体内で「活性酸素」に変化します。

120,280 円

計

お名前（敬称略）

この活性酸素が必要以上に増加してしまうと、健康な細胞を酸化させ、シミやシワなど
のほか、動脈硬化・糖尿病・認知症状・ガンといった大変な病気の引き金にもなるといわ
れています。
もともと体内には、活性酸素をおさえる酵素、ビタミンなど様々な“サビ止め”がそな
わっていますが、これらは４０歳を過ぎると減っていきます。すると身体のあちこちで細
胞がサビついて劣化し、肌の衰え・疲れやすい・物忘れといった老化現象があらわれます。

渋みが強い赤ワインを毎日２杯で効果 あり
ポリフェノールとは、植物の光合成によって作られる植物の苦みや渋み、色素の成分と
なる化合物の総称で、自然界に何千種類以上も存在するもので、活性酸素を除去する作用

えを防ぐだけでなく、ガンを 3 段階で抑制するなど、長生きをするための様々な力を発
揮することがわかっています。
赤ワインは毎日 2 杯程度飲むことで効果が得られるといわれていますが、口あたりが
よく軽めのものより、苦味や渋みが強い方が成分が多いのでおすすめです。

金

額

JA かながわ西湘女性部
タオル・清拭布
JA かながわ西湘助け合い組織すみれ会
生沼建具店

手作り木製写真立て・ベンチ

Ｎ．Ｓ

ベルマーク・古切手等

村山

登

米

お名前（敬称略）
中央労働金庫小田原支店推進幹事会

金
額 寄付区分
80,000 円 地域福祉
100,000 円 地域福祉

匿名（1 件）

合

を持つため、様々な病気に対抗する力やアンチエイジング効果が期待されています。
ポリフェノール成分を含む食品は数多くありますが、やはり代表格といえるのが赤ワイ
ンです。赤ワインには肝機能や心臓病予防にいいアントシアニンだけでなく、カテキンや
ダイエットに効くタンニンなど、何種類ものポリフェノールが含まれています。
なかでも注目されているのがレスベラトロール。この成分は体内にある長寿遺伝子を活
性化させ、老化をブロックしてくれる強力なポリフェノールで、細胞の寿命をのばして衰

額

計

180,000 円

お名前（敬称略）

金

合

額

59,600 円

神奈川県自転車商協同組合小田原支部

59,600 円

計

各種寄付金品については、次のように活用及び運用させていただ
いております。
〇ボランティアセンター寄付金…ボランティアグループへの助成や、
車イスなど貸出し用の福祉機器の購入費
〇ボランティアセンター寄付物品…福祉施設などへ贈呈

ポリフェノールを含む食品と、その効果

〇市民福祉基金（基金積立）…積み立てた利子を地区社協が行って
いる事業などへ助成

ポリフェノールはほとんどの植物に含まれ、どの成分にも強い活性酸素をおさえる力が
あるといわれていますが、その植物の環境によってポリフェノールが発揮する効果も違い

〇市民福祉基金（地域福祉）…地域福祉活動を進めるために活用

ます。主なものは次のとおりです。
食品名
含まれる有効成分
レスベラトロール
赤ワイン
アントシアニン
そば
ルチン
ココアなど カカオマス
緑茶
カテキン
コーヒー
コーヒークロロゲン酸
ウーロン茶 ウーロン茶重合ポリフェノール
大豆
イソフラボン

効
果
美肌効果、ガン予防、認知症予防
肝機能、心臓病、認知症予防
血管強化、動脈硬化、高血圧予防
疲労回復、ストレス、ピロリ菌除去
コレステロールの減少、血糖値の正常化
脂肪燃焼、代謝、抗ガン作用
脂肪の吸収を抑制、メタボ解消
女性ホルモンのバランスを調整、美白

こんなかたにおススメなのは…
○老化を防ぎたい…ぶどう・赤ワイン＜有効成分：レスベラトロール＞
○目の健康を維持したい…ブルーベリー・赤ワイン
＜有効成分：アントシアニン＞

○生活習慣病を予防したい…緑茶＜有効成分：カテキン＞

〇交通遺児援護基金…積み立てた利子を交通遺児への支度金・激励
金として支給

交通遺児世帯登録申請のご案内
（問）市社協企画総務係

※金額は平成２６年度の予定で、変更になる場合があります。

ら総合
おだわ 療福祉会館
医

○血流を改善したい…柑橘類の皮やスジ
＜有効成分：ヘスペリジン＞

○肝臓の健康を保ちたい…ウコン（特に秋ウコン）＜有効成分：クルクミン＞

℡ 35-4009

小田原市社会福祉協議会と神奈川県社会福祉協議会では、市内の
交通遺児世帯に対し、次のような支援を行っています。交通遺児世
帯の登録がお済みでないかたは、ご連絡ください。
【支援の対象】
交通事故により、２０歳未満の子の父または母が死亡され、交通
遺児世帯として登録された世帯（自動車事故のほか、列車・電車・
船舶・航空機等、交通機関の運行上の事故も含みます）
（単位：円）
【支援の内容】
種類
対
象
市社協から 県社協から 合計支給額
６歳未満の未就学児を扶養する世帯
15,000
ー 15,000
激 小学校入学時
50,000 50,000 100,000
50,000 50,000 100,000
励 中学校入学時
中学校卒業時
50,000 50,000 100,000
金
高等学校卒業時
ー 50,000 50,000
等 小学校１〜５学年、中学校１・２学年
15,000
ー 15,000
の各学年の修了時
見舞金 交通遺児世帯登録時
100,000 100,000 200,000

足柄駅

井細田駅
井細田

久野川

小田原市社会福祉協議会

市立病院

おだわら総合医療福祉会館１階

交通アクセス

○更年期障害でお悩み…大豆・大豆加工食品・ごま
＜有効成分：イソフラボン、リグナン＞

市役所

寺町
税務署

●徒歩の場合
小田原駅から約 20 分
足柄、井細田駅から約 10 分

○法人全体（企画総務・地域福祉・ボランティアセンター等）
TEL ３５−４０００ FAX ３５−６９０２
○ケアプラン作成（介護保険法）
TEL ３５−８１７０ FAX ３２−４１３９
○ホームヘルパー派遣 （介護保険・障害者総合支援法等）TEL ３５−８１４３ FAX ３２−４１３９
○ファミリー・サポート・センター
TEL・FAX ３５−００５３

東海道本線

小田原駅
東口

大雄山線

小田急線

●バスご利用の場合
（小田原駅から約 10 分）
小田原駅東口バス 2 番乗り場
から兎河原循環方面、小田原
フラワーガーデン方面行きに
乗車～市立病院前下車
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