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阿部潤子

自助力を高め、地域に
共助のネットワークを
代表

は支援が十分とは言えません。

このように、高齢化の加速度的な進

行を身近に感じ、将来に不安を持たれ

るかもしれませんが、どんなに高齢化

が進行しても、
「たすけあい心」が創設

以来大切にしてきた、おたがい様のた

すけあいの気持ちを大切に、地域の中

で当たり前の生活を継続する支援をし

ていきたいと思っています。そのため

に、私たちは自助力を高め、共助のネッ

トワークを強め、豊かな老後を安心し

て送れる地域社会を皆様と共に作って

定しています。

加速度的な高齢化の進行に、支援の手

たちで更新が出来るように講習会を予

いきたいと願っています。

んに作成してもらいました。今後自分

りました。しかし、例えば痰の吸引は
なったものの、その研修がまだ開始さ

出来ました。
「W.Co ほっとリンク」さ

今年４月に医療保険と介護保険の同
それまで、介護保険を利用して１時

れず、せっかくの機能が発揮されてい
９月５日には厚生労働省から、認知

▼港南たすけあい心のホームページが

研修を受けた介護職ができるように

間半の家事支援を受けていた方が 分

ません。
症の人が３００万人を超え、推計より
向こう５ヵ年計画で認知症対応医療機
による早期発見に力が入れられること

が
ホームページ
できたよ！

時改定が行われ、半年が過ぎました。

に削減され、戸惑われたことと思いま

す。私たち支援する側も、内容の見直

年早い推移との発表がありました。

しをしたり、自主サービスを組み合わ
せたりしながら、なんとか皆様の自立
支援ができるように工夫を重ねていま
また、医療保険の改定では医療機関

になりましたが、認知症に対する介護

関を増やすことや、認知症ケアチーム

の入院日数が削減され、介護保険での

保険の現在の制度では、家で過ごすに

す。

10

医療的ケアが一部認められるようにな

http://homepage3.nifty.
com/tasukeaikokoro/

▼ホームページのアドレスは：

45
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プラザと港南たすけあい心が認知症サ

その後、認知症の方やその家族を応

キャラバンメイトの方々が、わかりや

社会福祉士の北倉さんと野庭在住の
最初に、籾山看護士から正しく認知

すい２本の寸劇を行い、認知症の対応

みなさん、街で認知症の方が困って

症を理解するための話がありました。
チャクの足で表した「記憶の壺（図参

手伝いしましょう。

いたら、ちょっとだけ勇気を出してお

を楽しく学びました。

席がありました。

援できるよう、野庭地域ケアプラザの

（祝日を含む・年末年始を除く）

◆◇ 認知症サポーター養成講座 ◇◆

正しく認知症を理解し、
その対応を楽しく学びました。
研修班 高橋弘子

記憶の壺で理解
「認知症サポーター
日

になりませんか？」の
テ ー マ で、 ６ 月

●火・木・金 午前 10 時～午後 4 時
ポーター養成講座を開催し、 名の出

（土）に野庭地域ケア

℡０４５－６６２－７８３３（なやみさよなら）

【よこはま認知症コールセンター】
脳内で起こっている症状を、イソギン
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照）の説明はとてもわかりやすかった！
との声が寄せられました。
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♥ 利用者様の短歌
橘 清子

浅草に移動して、浅草寺の境内と仲見

世を散策し、雨に煙るスカイツリーを

入谷の朝顔市は入谷鬼子母神そばの

お鮨にスカイツリーに
朝顔 ー 東京下町めぐり
永谷地区班主催で、７月７日土曜日

歩行者天国に朝顔の店が立ち並んでい

間近に見ました。
名 が 参 加 し て、 築 地・

雨が降るお天気でした

に行ってきました。小

浅草・入谷朝顔市・柴又

の映画の中にいるような商店街で草団

頃には雨も降ってきましたが、寅さん

囲気を味わいました。柴又に移動した

ます。屋台もあり、下町のお祭りの雰

に

が、晴れ女の参加で、

子を食べました。

欲張りなツアーでした。

このように一日で東京の下町を巡る

大雨にならずにすみ
ま し た。 ま ず、 築 地
場外市場で買い物を
して、予約していた
お鮨で昼食。新鮮な

朝顔市

何となく 「杉の子」の歌口ずさむ
笑まいて仰ぐ 空の広さよ
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ネ タ を 堪 能 し ま し た。

築地

老いゆくは 流れのままか
川の辺に 陽は立ちのぼり 葦もささやく
年々に 珊瑚樹の実の 赤きふえ
庭いろどれる 秋の入口
ひまご一人ふえたり よき男の子
晃樹とつけられ 愛しききわみ
幼き姉 貫禄ありて たのもしく
母の手伝い オーバのお世話

日帰りバス旅行
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理事

もう一つの手を
差し出す
野里菜穂子
私が「港南たすけあい心」と出会ったのは、
障害のある子どもたちの自立をめざした小さ
な訓練会でした。親とケアプラザの協働事業
で、私は親の立場でした。子どもたち一人ひ
とりにヘルパーが付き、親が関わらなくとも、
それぞれのスキルを伸ばすという目的で始め

としてのサポートは初めてです。チェックの
エプロンをつけた瞬間から、一生懸命先輩方
を見させていただきました。さりげなく「も
うひとつの手」を出すタイミング、
陰からそっ
と子どもたちを見守ってくださる姿。ヘル
パーという仕事を教科書でなく体感させてい
支援を求める子どもたちはたくさんいま

ただきました。
す。障害者の親として、
「たすけあい心」の
温かいヘルパーさんに感謝し、新人ヘルパー
としては、先輩方を見習ってさりげなく「も
うひとつの手」を差し出せるよう心がけてい
きたいと思っています。

西ヶ谷裕子

電話 842 － 1755

● 上大岡、上永谷、港南台各ターミナルから
市営バスで 10 ～ 20 分 深田橋下車
バス停のまん前

ました。私の子どもが時間の都合で参加でき
なくなったことで、私にヘルパー資格があっ
たので、支えてもらう側から支える側になり
ました。新しいヘルパーの誕生です。
ボランティアの経験はありましたが、仕事

よろしく
お願いします
。

入会してからそれほど年数も経っていない

松田明美

のですが、理事という大役を引き受けてしま

よろしく
お願いします
。

「小さな子供がいても無理なく働くことが

いました。最初の仕事は総会の議長。初めて

出来る」
。こんなすばらしい環境で入会して
６年が経ちました。理事会に３回出席してみ

の経験でハラハラドキドキでしたが、皆様の

何もかも初めてのことばかりで戸惑います

ると、ほとんど知らないことばかり…。こ

た。今まで働くことが出来たのは、事務所の

が、たくさんのお手本となる先輩方がいらっ

ご協力もあって無事に終了することが出来ま

方々の土台があったからこそと思い、深く感

しゃいますので、お力添えを頂きながら努め

れから勉強します。そしてヘルパーのことを

謝しています。微力ではありますが、少しで

ていきたいと思います。どうぞよろしくお願

した。

もお手伝いが出来たらと思います。どうぞよ

いいたします。

よーく考えてくださっていることを知りまし

ろしくお願いいたします。
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◆コミュニティールームここでは、毎月第４土曜日の２時から
歌声喫茶をしています。新宿の歌声喫茶「ともしび」は真似で
きませんが、アコーディオンも入って 2 時間楽しく歌えます。
参加費千円、コーヒーと手作りケーキ付き。備え付けの歌集か
ら自由にリクエストできます。◆思いのこもった曲の時は皆さ
んの声が揃って、とてもいい気分♪「ここ合唱団」を作ろうか
という話も出るほど！童謡、叙情歌、歌謡曲、好きな曲を自由
に歌っています。ぜひ一度のぞいてください。

歌声♪喫茶

理事

利用者数

49＋33

24

27

0

活動時間

637.5

236

153

0

(24.5)

(0)

（内時間外） (125) (86.5)
活動ワーカー数

40

（2012 年 9 月 1 日現在）

●賛助会員 （敬称略）

（新規）神田国春 木本紗伊子
（継続）堀田洸興・恒子
平岡秀子 高橋惠子 山本太三・恵子
匿名希望

今年の夏は猛暑でした。雨も少なく
過酷な気候です。ご利用者様もヘル
パーも、脱水状態にならないように、
事務所では水分補給を呼びかけ続け
ました。暑いながらも、季節の移り
変わりと秋の気配が朝夕の涼しさと
食べ物に感じられます。

事
( 務局）

この広報紙は赤い羽根共同募金の助成を受けて作られています。

■登録ワーカー数 46 名
■介護保険利用者 82 名
■居宅介護支援利用者 27 名
■横浜市委託事業利用者 0 名
■障害者自立支援制度利用者 25 名
■賛助会員 43 名
介……介護保険利用 （要介護利用者）
＋（要支援利用者）
支……障害者居宅介護・外出介護
オ……オレンジチケットの略
（介護保険利用者でチケット利用者）
心……心チケット利用（子育て支援など）

＊訪問件数はサービス提供責任者および
コーディネータが利用者宅を訪問した回数です。

◆居宅介護支援利用者数（ケアマネ利用者数）
２月
25+8
６月
28+8

（要介護人数＋要支援人数）

３月

４月

５月

22+8

20+5

23+8

７月

８月

28+8

24+8
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