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周年に思う

真の豊かさを持った社会
「港南たすけあい心」創立

の暖かな交わりを生み出す』などなど。

とボランタリーな姿勢こそ、利用者と

くのが私たちの基本』
『会員の相互理解

ので、介護保険から切り離し、ボラン

支援者のニーズが見守りと配食が主な

給付の見直しが議論されています。要

点から、介護保険の要支援者に対する

阿部潤子

年たった今でも、

代表

発足当時の理念が

地域の皆様のおかげ
「港南たすけあい心」は創立 周年を

ティアなど地域の市民活動に期待する

20

私たち港南たすけあい心は 年前か

気がわいてくる言葉がたくさんありま

周年記念誌」には今読んでも新しい勇

の歳月ですが、５年前に編集した「

クティブ港南たすけあい心」が設立さ

足し、１９９３年「ワーカーズ・コレ

るワーカーには、これまで以上に病気

できるでしょうか。ヘルパー資格のあ

が不足し、高齢の家族がどこまで介護

ることです。訪問看護師や往診医の数

けなければならない高齢者が増えてい

の入院期間短縮により在宅で療養を続

題を表し始めました。例えば、病院で

急速な高齢化社会の到来は様々な問

くの方々に感謝し、
『真の豊かさを持っ

今までの 年を支えてくださった多

続をしていきたいと思います。

ことで同世代に広がりを、次世代に継

仲間を増やし、私たちの活動を広める

だと思います。常に向上心を持ち続け、

南たすけあい心の活動を継続すること

にやっています。私たちの使命は、港

償ボランティアのチケット事業をすで

ら、地域の困りごとのある方々への有

す。
『参加することで社会を変える』そ

についての知識や身体介護の技術向上

あっという間に過ぎてしまった 年

れました。

して『真の豊かさをもった社会を作っ

た社会』を目指して、思いを新たにス

タートしたいと思います。

20

20
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収まらない需要に心をこめて応えてい

厚労省では今、介護給付費削減の観

が求められてくるでしょう。

活動の継続が「使命」

という構想です。

色褪せることがありません。

１９９１年（平成３年）に呼びかけ

す。本当に有難うございます。

迎えました。皆様のご支援のおかげで

20

ていきたい』そのために『制度の枠に

人会「心と心をつなぐ会」が８人で発

20

20
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心に響く音色 〜♪

と工夫をしなが

いる」それに続きピアノ演奏「ちょう

てに」
「千の風になって」
「河は呼んで

ます。

るすべての人々が元気をいただいてい

Ａ様の前向きな取り組みに、かかわ

な出来でした。

したが、こちらは練習不足につき残念

クベルの演奏「ひな祭り」他を行いま

ヘルパーから花束贈呈

創立 周年記念事業「あなたの夢をかなえたい」

周年記念事業「あなたの夢をかなえたい」

歳、ピアノコンサート
創立

ら少しずつ練習

ちょ」「キラキラ星」「むすんでひらいて」

楽譜から目が離せません

の実現第一号として、サロンコンサートを行い

歳 の Ａ 様。

た。

し、 御 本 人 も 毎

「河は呼んでいる」
。日頃の練習の成果

初めにご本人の独唱、
「荒野のは

日ピアノに向か

お返しにヘルパー全員でミュージッ

演奏後のお茶のひととき

ました。

夢 を 実 現 さ れ た の は、

頃伺っているヘルパー８人と、ひ

平成 年３月３日、ご自宅に日

由になられてか

孫さん４人を含むご家族 人、そ
人以上がにぎやかに集まりまし

10

20

20

歳の時に黄斑変性症のため目が不自
ら、 ピ ア ノ の 練

の他ピアノの先生や撮影担当など

レッスンにみえ

た。 月 に ２ 回、

習を始めまし

25

が発揮された素晴らしい演奏でした。

るピアノの先生

20
うのを日課とさ
れています。

3
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有償福祉移動サービスが
スタートします。

国土交通省認定 福
｢ 祉有償運送運転者講習会」の様子

kokoro

チケットの利用

現在、事務所にある軽自動車エッセ

と持ち込みの自家用車２台を登録して

あります。ドライバーは国交省認定講

習会を受けたメンバーが５人でスター

トする予定です。

介護保険利用の「通院等乗降介護」は、

お一人でタクシーに乗れる方は対象に

なりませんが、チケットを利用しての

送迎は必要な方はどなたでもご利用い

ただけます。

ら移動サービスの立ち上げに協力した

ちょうど、障害児のお母さんたちか

ていますので、定年退職後、何か社会

絡ください。なおドライバーを募集し

ご利用希望の方は、事務所までご連

運賃は２キロまで３００円１キロご

いと申し出がありました。昨年 月に

貢献をしたいと思っている方など、ぜ

利用者様から車で一緒に買い物に連

たすけあい心の定款変更をすることか

ひ講習を受けてみてはいかがでしょう。

とに１５０円追加となります。送迎料

ら始まり、年に２回開催される横浜市

月１回講習会が開かれていますので、

れて行ってという言葉に、移動サービ

福祉有償移動サービス運営協議会の６

事務所までお問い合わせください。

３００円がかかります。

月の会議にて審議され、事業開始の合

スを立ち上げたいと思っていました。

買い物に連れて行って！

おじさんが
がんばって
います

輸支局に申請を提出し、やっと平成
年８月８日に認可が下りました。

25

意をいただきました。次に神奈川県運

12

4

「インフルエンザ」 について

インフルエンザウィルスは種類が多い

が、大きく分けてＡ・Ｂ・Ｃ型があり、

おもにＡ型、Ｂ型が流行の原因となって

いる。

症状は 度以上の発熱、頭痛、筋肉痛、

関節痛など。飛沫感染が主で、潜伏期間

は１から２日程度。仕事に戻れる時期と

して学校保健では、
「発症して５日が経

過し、かつ解熱してから２日が経過する

まで」とされている。

予防策としてワクチン接種、手洗いの

励行、適度な湿度保持（ から ％）

どがある。潜伏期間は から 時間程度

症状は胃腸炎症状が主で、嘔吐、下痢な

感染経路は、経口、飛沫、空気と多様。

「ノロウィルス」 について

わかりやすい講義が人気の佐藤先生

● 佐藤大輔氏講演会「感染症」（研修班より）

％のものがあり、

38

感染症の予防に手洗い励行

力が強い。
②エタノール

するので、使用時にしっかりこすること

よい。揮発して冷えている時に菌が死滅

揮発性があるので少量ずつ購入するのが

％から

① エタノールは ％から ％のものが殺菌

消毒液

一昨年の「血圧について」の講義が好評だった
佐藤大輔先生に、今回は「感染症について」の
講義をお願いしました。

感染症とは
感染症とは、微生物がある場所に付
着し増殖すること。そしてその微生物

が大切。

が人間に対して悪い影響を及ぼす場合

の水にキャップ２杯（５ｃｃ）の溶液、

③次亜塩素酸ナトリウム溶液 ５００ｍｌ
手洗いには５００ｍｌの水にキャップ２
分の１杯の溶液で。
④器具や布などは熱湯消毒・煮沸消毒も有
効。

マスク
ガーゼ製より不織布がよい。しっか
りと鼻・頬・顎を覆う。使い捨てにする。

60

底が重要である。

め、何度でも感染するので予防対策の徹

特効薬はなく、免疫も獲得されないた

は熱湯と石鹸でよく洗うなど。

塩素酸ナトリウム溶液で消毒する。また

をよく通す。汚染した器具や衣類は次亜

予防策として手洗いの励行、牡蠣は火

はウィルスが排出されるので要注意。

だが、症状が軽快した後も１から３週間

72

90

89

に「発症」になる。感染するとほぼ確
実に発症する病原体があるため、感染
経路をブロックする必要がある。
「感染経路」には（接触感染）
、
（経口
感染）
、
（飛沫感染）のおもに３つのルー
トがある。
それを防ぐための消毒液とマスクが
あげられる。
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港南たすけあい心の活動
（2013 年 2 月〜 2013 年 7 月）

いつになくおしゃれをして

20 周年記念食事会 ( 中華街 聘珍樓）／ 2013 年 3 月 17 日（土）

春の薬膳コース

調理実習 (21 人参加）

バス旅行「三保の松原」
／ 2013 年 7 月 21 日（日）

バス旅行「三保の松原、田子の浦・静岡・
焼津食い倒れの旅夏の陣」14 人参加

「しらす富士山盛丼」
でおなかいっぱい

2013 年 6 月 29 日（日）

冷蔵庫に
あるもの
だけで
作ってみ
よう

羽衣の松の天女たち

さすがの手早さでした !

最新福祉用具展示と
身体介護研修

2013 年 7 月 27 日（土）

かる ~ く押せます

残存機能を使った介助をします
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米谷絵里子さん

スタートできたことに感謝
「港南たすけあい心」で働くワーカーさんからお
話を聞いたり、ホームページを見たことがきっかけ
で入会しました。約６年ぶりに働くことになり、お
仕事への期待と資格を取ったばかりで実務経験のな
いことへの不安な気持ちがありましたが、先輩方か

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

ら丁寧に教えていただき、ワーカーとしてスタートで
きたことを感謝しています。
港南たすけあい心は安心して働ける場所だと思いま
した。今後ともお世話になります。どうぞよろしくお
願いいたします。

ともに成長したい

コミュニティールームここは、野庭団地のはずれにある
小さな商店街の一角にあります。
開店以来８年経ちますが、
今もって「知る人ぞ知る」目立たない居場所です。
体操教室やキルトカフェで大賑わいの時に通りがかっ
た方は、仲よしグループで満員という印象を持たれるので
入りにくいと感じられるようです。
でも、
どなたでもフラッ
と中に入って番茶を飲みながらちょっとお喋りして、人と
の触れ合いを楽しんで頂ける場所として運営しています。
ぜひ扉を開けて中をのぞいて下さい。
利用法は、散歩途中の水分補給拠点、トイレ利用、お弁
当やサンドイッチを持ち込んでのランチ休憩などなど。も
う一つ、地域の方から提供して頂いた本や衣類や雑貨を置
いていますので、10 円から 1000 円くらいまでの出費で
お宝の発掘も楽しめます。

ここの！利用法

大北邦子さん
私は長年事務職に携わっており、退職するに至り健
康であればまだ何か社会貢献ができるのではと考え、
ヘルパー２級の免許を取得し介護の道を選びました。
そんな時、インターネットのホームページから「心」
と
「輪」
を大切にする
「港南たすけあい心」
の存在を知り、
ヘルパーとして働き始めました。今は、ご利用者様の
人格と意思を尊重し、誠実な態度と応対で信頼関係を
築くよう心がけております。先輩方のアドバイスをい
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ただきながら、私も皆様とのかかわりの中でともに成
長したく思っております。

◆ 扉を開けて入ってみるべし！

◆居宅介護支援利用者数（ケアマネ利用者数）（要介護人数＋要支援人数）
2月

3月

4月

5月

26 ＋ 6 28 ＋ 9 27 ＋ 9 28 ＋ 9

6月
29 ＋ 9

7月
31 ＋ 9

＊ 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。

■登録ワーカー数 47 名
■介護保険利用者 79 名
■居宅介護支援利用者 40 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 21 名
■賛助会員 36 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）

●賛助会員 （敬称略）

▼今年の猛烈な暑さ

は、まだまだ続きます。

熱中症にならないよ

う、水分を十分とって

無理をしないように休

息をしながら、この夏

を乗り切ってくださ

い。▼旧暦のお盆を過

ぎれば、朝夕涼しくなるものだと故

郷の四国のお年寄りたちが涼しい秋

を心待ちにしていました。▼夏草の

上を赤とんぼが飛ぶ季節の移り変わ

りがもうすぐそこに来ています。

（事務局）

（新規）藤井壽
（継続）土屋寿恵子、白石純造・
サチ、杉山静枝、藤田弘江、
秋山信義、山本太三

（2013 年 8 月 25 日現在）
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