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
「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・
「学橋と桜」

小田原市社協イメージキャラクター
「夢・咲き福ちゃん」

32

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

と
っ
ょ

小田原でみつけた、 ち

世界的なインターネット関連会社「グーグル」元会長の演説の
一部です。（下の茶色部分）

イイはなし

「1 日 1 時間は電子機器のスイッチを切りましょう。そして画面から目を離し、大切な人に目を向けて、あなたの友達や家族と直に会話を
してください。あなたの身近なものに目をやり、匂いをかぎ、手に取って感じてください。人生で大切なのは友達の数ではなく、あなたが
本当に頼れる友達がいるかどうかです」（2012 年 ボストン大学卒業式にて）
人は何をするにも、ひとりで生きていくことは難しいです。誰かとつながっていると思うと、幸せだと感じませんか？
そこで本号では、地域でのいろいろな形の「つながり」を紹介します。

〒
小田原市久野１１５―２
250-0055
電話０４６５

高校生と地域住民が笑顔で交流

(
35
４
) ０００
ファックス０４６５ (
６
) ９０２

35 高校生を中心に会話の輪が広がる「城北 元気の会」

イイはなし①

高校生と高齢者の交流

Ｅメール

城北工業高校が地域住民を招待
高校生と一緒に学校で昼食も

odawarashakyou@ybb.ne.jp

「学校の食堂を利用して、地域の人と一緒に何かできないか？
生徒主体で城北自治会の高齢者を招くサロンなどを実施したい」

電気工事士の資格取得に向けた実技試験の実演も
県立小田原城北工業高校
校

回 覧

②買い物帰りに井戸端会議

城北 元気の会
開催のお知らせ
城北自治会の方々と城北工業高校生との交流の場
を以下のとおり企画しました。今回は、小田原城北
工業高校の文化祭初日に行います。
どなたでも参加いただいて構いませんので、是非
お気軽にお越しください。

住宅内の集会所にスーパーの出張販売

③夫婦一緒に支援会員
ジョーホくん

〔日 時〕

平成 30 年 10 月 27 日（土）
午前 11 時～午後１時頃まで

〔場 所〕

小田原城北工業高校 食堂

〔内 容〕

木材によるネームプレートの製作を行います

〔その他〕 ○ 前回行ったネーミング アンケート結果より、今回

元気の会」が開催されました。当日は昼食を食べながら、生徒と
住民の皆さんが交流をし、学校側からは活動紹介もされました。
その後、10 月の文化祭、今年１月の学習発表会にも住民の皆さ

夫婦で過ごす退職後の豊かな生活スタイル

※雨天実施

※校門を入って、すぐ右側にあります

という城北工業高校からの話を受けて、昨年９月 26 日に「城北

イイはなし②〜⑥は２〜３ページで紹介

から『城北 元気の会』という名称にします
（本校の生徒会の生徒が、
“この会に参加する誰もが元気
になれば”という思いからこの名称を選びました）

○ お年寄りの方をはじめ、どなたでもご参加いただ
けます
○ 高校生に対してご披露いただけるものを持ち込ん
でいただいても構いません
○ 当日は城北祭（文化祭）も行っておりますので、
是非そちらも見学いただければ幸いです

★人情味あふれる十字地区（29 区）
④遠くの親せきより、近くの電器屋さん
ちょっとした困りごとにも素早く対応

⑤コンビニ店員が見守り

問合せ先 小田原城北工業高校 生徒支援グループ 中原 ☎0465-36-0111（代表）

んが招かれ、交流が重ねられています。

回覧チラシも城北工業高校が作成

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。

多くの人がかかわって、地域ぐるみで見守り

⑥発見、紳士のたまり場
十字町ヒストリア

ホームページは 小田原市社協 で

平成３１年３月１日 第１２０号

人とふれあう、日々がある。

と

っ
ちょ

ちょっとした会話が、お互いの１日をあたためる。

イイはなし

私を気にかけてくれる人がいると、安心して暮らせる。
東海道線

人と人が通じあう地域で、みんなの幸せがつくられる。
佐々木ストアーの２人（中央手前の女性・中央後方の男性）と住民の皆さん

地域でつながる子育て
夫婦一緒に支援会員（ファミリー・サポート・センター）

地域の人たちが、お互いに

トアーは、週に１回（毎週

助け合って「子育ての相互援

火曜日午後）、花里住宅の

助活動」を行なう組織です。

集会所に商品を運んで販売

「急な残業や親戚の法事な

をしています。
近くに商店がなく高齢者
も多い同住宅では、この出
張販売は貴重なものとなっ
ています。

○きっかけ
民側から「住宅に出張して、売りに来てほしい」と要望したことがきっかけで、
３年前から同住宅内の集会所に商品を運んでの出張販売が始まりました。

●今、見直される「まちの電器屋さん」
昭和の時代、家電製品の普及によって、まちの

て欲しいけど頼れる人がそば
ファミリー・サポート・セ
ンター（以下、「ファミサポ」）
お子さんと楽しい時間を過ごす新名さんご夫妻

めに、子育てを地域で支援するお手伝いをしています。

最初に支援会員に登録されたのは、奥様のほうでした。
「退職後、時間があったので子育てサポート関係のセミナーを受講し、ファ
ミサポを知り、平成 22 年に会員になりました。当初はそれほど需要はない
ました」と語られたのは奥様です。

・
「買った重いものを家まで持って帰ることができない」、そんな人には、佐々
木ストアーがお宅まで届けてくれます。
・販売日以外でも、お米などの重たいものは電話で注文を受け、配達してく

一方のご主人は、会員登録をしなくても奥様の手伝いをされていたのです
が、「会員登録することで安心して活動できる」ということで、平成 29 年
に会員になりました。

れます。
・
「大根１本では量が多い」、そんなときは、その場でカットしてもらい、他
に希望する人と半分に分け合って購入することもあります。
・
「来週、もってきてほしい物はある？」と注文も聞いて、住民主体の商品が
揃えられています。

支援内容としては、保育園の送り迎えなどをしていますが、以前に預かっ
たお子さんは、小学生になっても放課後に預かりました。それもただ預かる
だけではなく、勉強もみてあげたそうです。
ファミサポの支援対象は小学６年生までですが、このお子さんは小学校卒

○お客さん（住民）の声

業後も新名さん宅に遊びに訪れ、更には今でも、お子さんの家族も一緒に新
名さん宅でバーベキューするといった、家族ぐるみでのお付き合いが続いて

大きなスーパーへもタクシーで買い物

いるそうです。

に行きます。個人商店である佐々木スト

○お二人の感想

と、佐々木ストアーの存在はありがたい

私たち二人とも子どもが好きで、お子

です。

さんの笑顔を見ると幸せになります。

その後、家電量販店の登場などで廃業する電器

支援が必要な住民に対するサポート
がありますが、一人で活動するには

化が進む現在においては、量販店ではできない、

限界があります。
域の商店にも協力をお願いして、気 見守りに協力していただいている店員の伊藤
さんと 29 区民生委員・児童委員の小野さん
になる人の見守りをしています。

○７０年続く「有限会社ユニオン商会」のサービス

○きっかけ

高齢者のみの世帯が多い地域なので、電球交換をはじめテレビのトラブルに

です。小野さんから、その店員さんに、「地域のお客さんで気になる人がいた

があったそうです。

ら伝えてほしい」とお願いしたそうです。

・「テレビが映らない」と連絡があったので、訪問したらコンセントが抜けてい

○その結果

ました。
・テレビのリモコン操作が分からなくて呼ばれることも多く、特にリモコンの

店員さんも、地域の人たちとは顔見知りな

「アナログ」のボタンを押してしまったために、テレビ画面が砂の嵐になっ

ので、いつもと様子の違う人がいると小野さ
相談を受けた小野さんは、地域包括支援セ
ンターと一緒になって、気になる人に対して

○金子社長の声（電器だけで納まらない対応）
「今まで、受け答えがしっかりしていたのに、今日は少しおかしいな」って気
付くこともあり、そんなときは、民生委員やご近所さんに相談することもあり
ます。

十字町ヒストリア

発見、紳士のたまり場

北原白秋など、明治・大正・昭和
の著名な政財界人や文人、芸術家

買い物が終わっても皆さんは集会所で歓談し、15 時位に帰宅します。

して活動が継続できます。

ヒストリア」がオープンしました。

割合は６４．
８％（※）となっています。近隣に商店はありません。

小田原市の広報５月号に募集記事が掲載される予定です。

（※）平成３０年３月３１日現在のデータ

○地域の男性が集う場に

●ファミサポの支援会員になりたい人へ
次回の新規支援会員研修会は次の日程で計画しています。
６月 26 日（水）
・27 日（木）
・28 日（金） の午前９時～正午
場所：おだわら総合医療福祉会館

問い合わせ：☎ 35-0053

普段からお客さんとコミュニケー とです。こうした見守りには、地域の魚屋さ
ションをとっているという遠藤さ んや呉服屋さんにも協力していただいている
ん（写真左）と伊藤さん（写真右）
そうです。

かつてこの地域は、伊藤博文や

合える場にしたい」と、2015 年に「十字町

ほどでしたが、現在は 68 世帯（※）に減少し、65 歳以上の住民が占める

今では元気に暮らされている人もいるとのこ

●歴史を語らう場

になっているので、連携しながら安心

支援会員として活動するためには、研修を受けることが必要です。

介護保険のサービス利用をすすめたりして、

先代からの長いお付き合いで、顔見知りも多いです。そういう関係のなかで、

集会所のお店は 14 時に開店します。

昭和 43 ～ 45 年にかけて建築された市営住宅。入居開始当初は 100 世帯

んに相談するようになりました。

置いてきます。

そこで、「当時の歴史や思い出を気軽に語り

住所：小田原市鬼柳６００（小田急線栢山駅から徒歩約３０分）

小野さんのお知り合いが、セブンイレブンでパートを始めたことがきっかけ

関することなど、ほぼ毎日のように呼ばれていますが、次のようなエピソード

ともありますが、夫婦二人で支援会員

●花里住宅について

そこで、29 区の小野さんは、地

「まちの電器屋」さんの存在が見直されています。
神奈川県電機商業組合の副理事長
も務めるユニオン商会・金子社長

らが居を構えていました。

豊富な商品の中から、購入したいもの
を選ぶときも楽しい時間

民生委員・児童委員の活動として、

屋さんもみられるようになりましたが、少子高齢

子育て中のお母さんの相談役になるこ

○交流の場として

●民生委員が働きかけて
見守りのネットワーク

地域に根ざしたきめ細かいサービスを提供できる

イイはなし⑥

アーより安く買えることもありますが、
タクシー代やお店の柔軟な対応を考える

多くの人がかかわって、地域ぐるみで見守り

ていたということもよくあり、そういう場合は、イラストつきの説明書きを

○こんなことも

セブン
イレブン

コンビニが見守りに協力
魚屋に呉服屋さんも

電器屋さんが繁栄した時期がありました。

にいない」

と思っていたのですが、平成 25 年位から依頼が多く寄せられるようになり

○こんなことも

イイはなし⑤

遠くの親せきより、近くの電器屋さん
住民に密着した頼られる存在

○きっかけ

もともと、花里住宅の住民と佐々木ストアーの店主同士が知り合いで、住

ちょっとした困りごとにも素早く対応

ど、ちょっと子どもを預かっ

は、そんな不安を解消するた
季節に応じた品物もおすすめする佐々木ストアー店主（写真右の女性）

このページで紹介している商店さんなどを地図で示したものです。⇒
イイはなし④

●ファミリー・サポート・
センター

市内曽比にある佐々木ス

人情味あふれる十字地区（29 区）

ユニオン商会

●佐々木ストアーの
出張販売

夫婦で過ごす退職後の豊かな生活スタイル

ヒストリア

買い物帰りに井戸端会議
スーパーの出張販売が交流の場に

イイはなし③

箱根口

諸白小路

魚梅

住宅内の集会所にスーパーの出張販売

三の丸小学校

諸白小路
バス停

早川口
バス停

片野屋呉服店

イイはなし②

小田原城

十字町ヒストリアは土・日曜の午前 10 時
「エンドレスの活動が元気の秘訣」と語
るヒストリア顧問の関口さん（写真右）
は、探求心溢れる８５歳。ユニオン商会
金子社長（写真左）は、ヒストリアの館
長も務めています。

～午後４時に開館し、出入り自由なサロンの

ヒストリアの資料室

写真中央の模造紙は、著名人が住んでい
のような雰囲気で、参加される男性の多くは、 た場所を示した地図で、その周りを著名
人の写真が飾っています。
十字町の歴史話に花を咲かせたり、皆の知識
を出し合っての資料作りに励んでいます。

ヒストリアのカフェ
十字町の歴史にちなんだ特製の「豆
相人車サブレー」は、しっとりとし
た食感が美味しい一品（150 円）です。
コーヒー（200 円）
、手作りコロッケ
（100 円）も好評です。

ホームページは 小田原市社協 で

平成３１年３月１日 第１２０号

どうもありがとうございました

転倒事故は家でおきている
片付けからはじめる介護予防

（平成 30 年 11 月１日～ 31 年１月 31 日）

東京消防庁の統計によると、平成 29 年中に

お名前（敬称略）

事故で救急搬送された高齢者（65 歳以上）の

金

マーガレットの会

約８割が転倒事故となっています。

NPO 法人一粒の麦

更に転倒事故の発生場所は「住宅等居住場所」

磯崎

が最も多く、約６割をしめています。

曻

松下良男

また「平成 28 年国民生活基礎調査」による

鈴木智惠子

と、要介護 4、5 の人で介護が必要になった主

三菱ケミカル労働組合 神奈川支部

な原因の第 3 位は転倒・骨折です。（※）

SEIBU P&S OUZAKYU

こうしたことから、安全のためにも、要介護に

合

額

30,000 円
36,559 円
6,791 円
34,489 円
3,000 円
45,447 円
19,130 円
40,331 円

明治大学校友会小田原地域支部

215,747 円

計

ならないためにも、家の片付けは大切なことなのです。そこで今回は、そのポイントをま
とめてみました。
（※参考：要介護 4 の第１位「認知症」、第２位「脳血管疾患（脳卒中）」、
要介護 5 の第１位「脳血管疾患（脳卒中）」、第２位「認知症」）

お名前（敬称略）

片付け上手になるためのステップ
ステップ①

床にある不要なモノを無くすことが片付けの第一歩です。古いチラシ、空き袋など明ら
かに不要なモノを取り除きましょう。こうしたモノを無くすだけでも爽快感が味わえるは
ずです。最初は頑張りすぎず、15 分程度などと時間を決めて行えば、心の負担も軽くなる
と思います。

ステップ②

衣類

関

食器用洗剤

島野慶子・山本優子

まずは床にあるゴミを処分しましょう

床の上にあるモノを１カ所にまとめましょう

品

湯川昭二
友香

秋山栄治

物

洗濯用洗剤
レトルト食品

株式会社東芝

日用品

マックスバリュ小田原荻窪店 車イス
杉崎美佐子

カセットテープ（三味線演奏）

高田雪代

布団類

不老山無量寺
匿

米・介護用品

名（３件）

介護用品・車イス・洗剤

床の上がモノであふれている場合は、服、本、化粧品などの種類に分けて、１カ所にま
とめてみましょう。分類したモノを部屋の１カ所にまとめて床が見えるようにすれば、か
なりキレイになった感覚を味わえるのでチャレンジしてください。

ステップ③

まとめたモノを減らして収納しましょう

分けてまとめたモノを棚やクローゼットへ入れていきましょう。収納スペースの中は乱

お名前（敬称略）

金

20,000 円
50,000 円
36,814 円
60,000 円

株式会社杉之間

崎村調理師専門学校

小田原スポーツ合気道教室
小田原少年少女合唱隊
合

額

166,814 円

計

雑でもいいので、とにかく床の上からモノをなくすことが大事です。床がキレイになった
らテーブルの上なども同様に片づけて下さい。入り切らない場合は収納に対してモノが多
すぎるので、使っていないモノから少しずつ処分することを考えましょう。

ステップ④

種類ごとに収納し直しましょう

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…福祉施設などに贈呈

ステップ③で収納したモノをいったん取り出して、衣類であれば「靴下」「シャツ」など
の種類ごとに場所を決めて収納し直します。それぞれのモノがどのくらいあれば足りるか
を考え、多すぎる場合は再び「捨てる」ことを考えましょう。

ステップ⑤

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。

使いやすい収納に変えていきましょう

数を絞ったら、使用頻度の高いものを手前、頻度の少ないモノは奥というふうに収納し、
取り出しやすく、使いやすい収納に変えていきましょう。また使ったモノを元の場所に戻
すことを習慣づけることによって、キレイな状態が保たれます。

転ばない住まいづくりのポイント
●カーペットなどを敷く場合は、床との間に段差を作らないよう隙間なく敷き詰め、一部

〇交通遺児援護基金…積み立てた利子を交通遺児への見舞金・支度金・
激励金として支給

小田原市社会福祉協議会
○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
○福祉まるごと相談事業
TEL ３５−４０２０・FAX ３５−６９０２
○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
○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

分だけ敷くのは避けましょう。
●かかとが覆われていないスリッパも転ぶ原因になりやすいので、使わないようにした方

ら総合
おだわ 療福祉会館
医

が安全です。
●床においたモノは、それに
つまずくだけでなく、薄い

●床にはわせた電源コードに
ひっかかって転倒する事故
も多く発生しています。

交通アクセス

●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

西口

大きすぎない布団を使うよ
うにした方が安心です。

寺町
税務署

東海道本線

小田原駅
東口

大雄山線

こたつにサイズを合わせ、

カーペットな
どを部分的に
敷かない

市役所

小田急線

●バスご利用の場合
（小田原駅西口から約 10 分）
久野車庫行き又は
兎河原循環に乗車
～市立病院前下車

けでなく、こたつ布団のす

通り道に電源コード
をはわせたり、もの
を置いたりしない

市立病院

おだわら総合医療福祉会館１階

も危険です。電源コードだ

も多く発生しています。

井細田

小田原市社会福祉協議会

かかとが覆
われていな
いスリッパ
は使わない

●冬になると、こたつの周り

そに足を取られて転ぶ事故

井細田駅

久野川

紙でも踏んで滑る危険があ
ります。

足柄駅
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