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
「小田原なぎさ作業所」利用者の皆さん（６人による合作）

小田原の風景・
「酒匂川富士見大橋付近の
オカメ桜」

小田原市社協イメージキャラクター
「夢・咲き福ちゃん」

27

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 小田原市社会福祉協議会広報編集委員会

新たなアイデアで広がる活動の輪

〒
小田原市久野１１５―２
250-0055
電話０４６５

介護者支援

お寺でサロン

酒匂・小八幡地区

桜井地区

国府津地区

(

「はまっこ てらす」

35
４
) ０００

子ども食堂

昼食会＆コンサート

おでかけサロンこうづ

特別養護老人ホーム「芳徳の郷ほなみ」
（市

ご近所同士の井戸端会議や行きつけの居

内栢山）では、介護が必要な人を自宅でお

酒屋の常連仲間など、自然にできる人と人

年に東京都内で始まり、その後、食育、居

世話されているご家族を施設に招いて「昼

とのつながりができにくくなり、社会的に

場所づくりなどを目的に、多くの地域で運

食会＆コンサート」を開催しました。

孤立する人は増えています。

事を提供する「子ども食堂」は、平成 24

これは「介護者同士の情報交換、悩みご

そんななか、人が集うためにつくられた

となどを分かち合う場になれば」という思

場所が「サロン」であり、担い手も参加者

小田原市でも平成 28 年、酒匂・小八幡

いから企画されたもので、桜井地区社会福

も同じ仲間として集い、交流する場となる

35

地区で、この活動を始めようと「チーム・

祉協議会と同地区民生委員児童委員協議会

ことをめざして取り組まれています。

そよ風」というボランティアグループが生

も事前の準備（地域住民への案内）から当

その数は全国に約５９，０００か所で、小

まれ、同年 6 月から月 1 回のペースで、子

日の運営までお手伝いをする「地域交流事

田原市でも多くのサロンがさまざまな人に

ども食堂「はまっこ てらす」が運営されて

業」として取り組まれたものです。

より運営されています。

６
) ９０２

ファックス０４６５ (

地域住民が無料か低額で、お子さんに食

営され、全国で約 400 か所に広まってい
ます。

Ｅメール

います。

odawarashakyou@ybb.ne.jp

本協議会でも、こうした交流事業や介護

今回は、他地区ではサロン会場として一

子どもに「バランスのとれた食事」はも

者の仲間づくりサロンなどが地域で取り組

般的に利用される公民館が少ない国府津地

とより、
「友達と一緒」に「お腹いっぱい食

まれる場合、地区社会福祉協議会からの申

区で、会場不足解消に向けた「お寺」に着

べる」ことの喜びを知ってもらいたい。と

請により運営費を交付する「家族介護者支

目したサロンを紹介します。（今までに法秀

いう代表者の思いに、自治会や食生活改善

援事業」で支援し、介護者がほっと一息つ

寺と蓮台寺で開催）

推進団体も応援しています。

ける環境づくりをめざしています。

ボランティアも募集中
２ページで詳しく

3/5 に 2 回目を開催
３ページで詳しく

「集える場所がない」
を解消

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。

３ページで詳しく

ホームページは 小田原市社協 で

平成２９年３月１日 第１１２号

心も満腹に

ホッと一息

チーム・そよ風の子ども食堂
「はまっこ てらす」

老人ホームで昼食会＆ミニコンサート
施設・地域・介護者の交流

平成２８年６月に活動が始まった「チーム・そよ
風」は、酒匂４丁目にある小田原市集会所で、毎月
第２水曜日に子ども食堂として「はまっこ てらす」
をオープンしています。
きっかけは、全国で取り組まれている子ども食堂
「ラジオ体操」の演奏にあわせて体操をする場面

の報道を目にした本多さん（チーム・そよ風代表者）

ほなみ職員によるオムツ交換の実演

が、小田原でもこの活動の必要性を感じたことから
始まりました。

昨年 10 月に開催された交流会には、介護が必要な人を自宅でお世話されて
いるご家族の 18 人から参加をいただきました。

子どもには体験を

２回目は 3 月 5 日に開催
介護は切実な問題で、その悩みは人それぞれです。「ほなみ」と

昼食会

食材は「チーム・そよ風」のメンバーが納める年
会費と有志の人々からの米などの寄付でまかない、

大切な交流の場になっている配膳前の時間

無料で食事を提供しています。

桜井地区社会福祉協議会では、身近な施設と地域住民が少しでも

施設（特別養護老人ホーム・芳徳の郷ほなみ）が用意したお弁当をいただき

支えになれたらという思いで、２回目の交流会を開催します。
【日時】３月 5 日（日）午前 10 時 30 分から（予定）

ながら、参加者が直面している介護の問題などを話し合いました。

【場所】 特別養護老人ホーム 芳徳の郷ほなみ（栢山 3565 番地）

チームのメンバーは食事準備をする担当、お子さんたちに昔遊びを教

12 月 14 日のメニュー

えたり学習支援をする担当、受付担当などに分かれ、また「子どもには
体験を」という思いから、利用するお子さんも自主的に食事準備の手伝

ミニコンサート

【電話】39-2231（問合せ）

演奏者は Detary ☆ Hitary（デタリー☆ハイタリー）の３人（歌、ファゴット、

いをしています。

クラリネット）で、「ほなみ」の利用者も一緒にクラシックから童謡まで美し
←南足柄方面

い音色で癒されました。

配る方法で周知をしていますが、現在は友達同士のつながりから集まっ
てくるお子さんも多いとのことです。

桜井小学校

介護講座（相談）

城北中学校入口

参加者の介護に関する質問に対して、「ほなみ」職員から的確なアドバイス

西栢山入口

城北中学校

がされたり、オムツ交換や口腔ケアなどの実演もありました。

芳徳の郷ほなみ

有志からの差し入れも
この日は、横浜在住で小田原にたび
たび釣りに来る人から「小田原にお世
話になっているから」と、バナナの差
し入れがありました。

チーム・そよ風の思い
この活動を通してわかったことは、お子さんたちは単に「食べる場」

公民館だけじゃない
「サロンこうづ」と
おでかけ 「サロンこうづ」
3・4 月の予定

ではなく「居場所」を求めていたということでした。
現代は自分に自信がないお子さんが多いと感じている本多さんは、食

開催時間は 13：30 〜 15：30

を通じて「あなたたちは、この地域・社会全体にとって大切な存在なん

○サロンこうづ

だ」ということを伝えていきたいと語り、各地にこの活動ができて、
友達と集団で食べることも良い経験に

チーム・そよ風の活動
【子ども食堂の運営】
・食事の提供
（17 時から 30 分おきに４回）
・居場所づくり
・学習支援
※ 12 時から別会場「かるがも」で
事前準備（調理）
【活動日】
毎月第２水曜日

3/13・4/10：国府津学習館

子ども食堂のネットワークを広げたいとの思いもあるそうです。

○おでかけサロンこうづ
3/27：法秀寺

〜ボランティアも募集〜

4/5：西湘・小田原住宅公園

日没後に一人で帰宅するお子さんもいますが、親御さんの心配を解消するために、
送りボランティアも募集しています。 【問合せ・申込み】本多孝子さん（代表）

（住宅展示場）
警察官による振り込め詐欺の注意喚起（１月に蓮台寺で開催されたサロン）

℡０９０－１４３８－２４６１
国府津地区まちづくり推進委員会の活動の一つとして、同地
区地域福祉コーディネーター会が運営しているサロンは、国府
津学習館が主な会場ですが、右の４コマ漫画のように、より多
【場所】
小田原市集会所（酒匂 4-4-21）

酒匂小学校

印刷局

【会員数】
10 人（他、ボランティア参加 6 人）
【後援】
酒匂・小八幡地区自治会連合会
小田原市食生活改善推進団体
さかな普及の会

くの人が参加しやすいサロンをめざして、昨年 11 月から回数
を増やし、学習館以外にも「人が集まりやすい場所」で“おで
かけサロン”を開催するようになりました。

1
酒匂県営
住宅入口

←箱根方面

印刷局前 ( バス停 )

西湘

バイ

国府津地区に多いお寺に着目することによって、従来のメン
バーだけではなく、地域のさまざまな人が運営に関わるように

大市場 ( バス停 )

パス

小田原市集会所
国府津方面→

酒匂川方面→

なり、新しい参加者も増えています。

〜サロン運営スタッフも募集〜
時間はサロン開催日の 12：45 ～ 16：00 頃（一部でも可）
【問合せ・申込み】長谷川さん（まちづくり推進委員会事務局）

℡０９０－７９０５－５１６０

小田急線

●ミートローフ
●ターメリックライス
●ほうれん草とエリンギ
の釜揚げ浸し
●ミネストローネ
●さつま芋とリンゴの
きんとん
●フルーツポンチ

れ、親子連れで参加する姿も見受けられます。酒匂小学校前でチラシを

栢山駅

「子ども食堂」という名前ですが、対象は限定しないで、大人も受け入

ホームページは 小田原市社協 で

平成２９年３月１日 第１１２号

どうもありがとうございました
（平成 28 年 11 月 1 日～ 29 年 1 月 31 日）

認知症予防に効果がある
食べ物・飲み物

お名前（敬称略）
磯崎

金

三菱化学労働組合東京・地区支部
そごう西武労働組合小田原支部
鈴木智恵子

認知症が、糖尿病などの生活習慣病に関係していることから、食生活を見直すことも認
知症を予防する一つの手段と考えられています。

匿名（１件）
合

今回は、特に認知症予防に効果があると言われている食材の紹介をしたいと思います。

額

32,364 円
33,301 円
8,525 円
6,560 円
100,000 円

曻

180,750 円

計

●オリーブオイル
血液中のコレステロールをコントロールし、血液をサラサラに

お名前（敬称略）
石野

する効果が期待できるオリーブオイルですが、特に、エクストラ・
バージンオイルに含まれる成分が、アルツハイマー型認知症の

品

義一

紙オムツ

マックスバリュ小田原荻窪店

車イス

株式会社東芝社会貢献室

日用品

神奈川県退職公務員連盟小田原支部

原因となる成分を減らす効果があるという報告がされています。

匿名（2 件）

●青魚
サバやイワシ、サンマなどの青魚は、DHA（ドコサヘキサエ
ン酸）や EPA（エイコサペンタエン酸）を豊富に含んでいます。
DHA にはコレステロールの値を下げる効果が、EPA には血液を
サラサラにして血栓を防ぐ効果があるため、認知症の原因にもな
る生活習慣病の予防・改善が期待できます。

物

タオル

紙パンツ、車イス

お名前（敬称略）

金

額

寄付区分

11,000 円 地域福祉

ラウンドブーケの会
合

11,000 円

計

●納豆・卵など
脳内で記憶をつかさどる部分に多く存在する「アセチルコリン」
という伝達物質が減ると記憶に障害を及ぼします。
このアセチルコリンの原料になるのが「コリン」という栄養素
で、コリンを含んだ食べ物を摂ることで記憶力が高まると期待さ
れています。コリンは、大豆、納豆、卵、豚のレバーなどに豊富
に含まれています。

お名前（敬称略）

金

額

崎村調理師専門学校

100,000 円

小田原少年少女合唱隊

100,000 円
38,446 円

小田原スポーツ合気道教室
合

計

238,446 円

●赤ワインなど
体内で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、動脈硬化・糖尿病・認知症・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。
活性酸素に対する抗酸化力を高める食品の一部と、その効果は下の
表のとおりです。
食品名
効
果
赤ワイン
美肌効果、ガン予防、認知症予防
ココア
疲労回復、ストレス、ピロリ菌除去
緑茶
コレステロールの減少、血糖値の正常化
コーヒー
脂肪燃焼、代謝、抗ガン作用

各種寄付金品については、次のように活用させていただいています。
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
○車イスなどの福祉機器⇒貸出し用として活用
○タオルなど⇒福祉施設に贈呈

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
○地域福祉⇒地域福祉活動を進めるために活用
〇交通遺児援護基金
積み立てた利子を交通遺児への激励金等として支給

小田原市社会福祉協議会
〒 250-0055

小田原市久野 115-2

○法人全体（総務企画・地域福祉・ボランティアセンター等）
TEL ３５−４０００・３５−４００９
FAX ３５−６９０２

ƢǈǕƷȐȬǨǹǿǸǪ
ٱ৵औऩउऊैਛয
ऽदॡছ३ॵॡংঞग़॑
੦ຊऊैഛႠपउઇइख
ऽघ ॡছ५ँॉ
ؚ৾ৄٱ৬ୡुदऌऽघ

○ファミリー・サポート・センター
TEL・FAX とも３５−００５３
○ケアプラン作成（介護保険法）
TEL ３５−８１７０
FAX ３２−４１３９

৵িਉ౭ 2-11-20
0465-24-0800

○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

高齢者向け優良賃貸住宅

入居者募集中

小田原駅東口駐車場

礼金・仲介手数料・更新料不要！ バリアフリー設計！
管理人が平日の日中在籍
安心の緊急通報サービス！
家賃補助有り!! 良質なマンションに安く住めます！
所在地：小田原市南鴨宮３-４-８ JR東海道線

㈱ジェイエーアメニティーハウス
横浜市戸塚区吉田町 3003-3

鴨宮駅

徒歩２分

横浜南営業所

℡：045-435-9419

神奈川県知事 (4) 第 23254 号 9：00 ～ 17：30

定休日 水曜日・祝日

内覧希望 詳細を知りたい
などお気軽にお電話下さい！

所在地 : 小田原市栄町1- 1- 27 収容台数: 自動車368 台、バイク40台、自転車88台
営業時間: 24時間 運営: 一般財団法人小田原市事業協会（0465 - 24- 7007 ）
詳細はＨＰからご確認ください http://odawara-jigyo-kyokai.jp/parking/

