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あなたの想いを、私の想いをかたちにしたい・・・
地域福祉の観点からだれもが自分らしく生きていける社会を目指します。
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0～100歳の(ちた型)地域包括ケア
代表理事

岡本一美

まから広くご意見をいただき、今後に反映させた
いと思います。
総会後には、藤沢市で総工費5億円の複合型福祉
マンションを融資と住民出資により建設した、認
定ＮＰＯ法人ぐるーぷ藤の鷲尾公子理事長に、私
たち市民やＮＰＯが元気になる話を語っていただ
きます。総会と合わせてご参加ください。

1月から3月ま
で、本法人の中
長期を 考える 5
回の理事ワーク
ショップを行い
ました。他府県
に比べ、経済的
に豊かであり、
90年代からの市
3月8日、ＮＰＯ法人りんりんのスタ
民活動の基盤
ッフ研修。年代別グループワークで
が、助 け 合 い
30代以下チームが「望むこと」を語
サービスをはぐ
り合った。
くんできた知多
地域ですが、各団体も代表交代、後継者育成、地
縁との連携、まちづくりへの展開など課題を抱
え、さらには介護保険改正と、法人運営の変革を
迫られています。
ＮＰＯ法人起業支援ネット副代表の鈴木直也さ
んのご助力により、現状把握と未来予測の手順
で、2025年までに「0～100歳の地域包括ケア」実
現を目標とする中長期計画案をまとめました。
26年度は、地域資源の見える化を図るための調
査とまちづくりの方向性を共有する広域円卓会議
(日本福祉大学共催)、半田市・東浦町での連続円
卓会議を行っていく予定です。
半田市では、愛知県が実施する4つの地域包括ケ
アモデル事業のうち、認知症対応モデルの実施が
決まっており、相乗効果があるよう取り組みを進
めていく所存です。地域福祉計画が策定される東
浦 町 で は、障 が い、子 ど も、若 者 な ど 全 世 代 対
象、孤立化の防止につながるよう、進めます。
中長期計画案は26年度総会で報告、会員の皆さ

☆会員交流講演会☆

「介護保険改正と地域支えあいセンター
～市民によるまちづくり～」

5月28日（水）
15：00～17：00
知多市市民活動センター
2階会議室
認定ＮＰＯ法人ぐるーぷ藤

理 事 長 鷲尾公子 さ ん

会員無料。会員外も資料代300円でご参加いただけ
ます。同封チラシでお申込み下さい。

平成26年度通常総会
同日、同会場で13：30から開催します。
議案

１

①

平成25年度事業報告・収支決算

②

平成26年度役員選任
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確保やスタッフの高齢化、また利用者の送迎が必要
になってきた等の課題が見えてきた。この結果をもと
に「人と食」をつなぐ地域資源情報誌「シェフのこだわ
り」と「サロンのこれから」を報告書としてまとめた。内
容は、54人、23団体（25年3月末時点）が登録するＡｄ
ａ－ｃｏｄａと昨年9月スタートしたフードバンクの紹介が
中心。
また、3月22日にセカンドハーベスト名古屋の本岡
氏、山内氏による説明会とコミュニティカフェメニュー・
コンペティションを開催、ＮＰＯ19人、ファミリーホーム
2人、常滑市社協2人、市内サロン11人、一般9人計
43人が参加した。フードバンクを活用したクイックメ
ニューを公募、再現した15レシピを参加者らが試食し
「サロンで使えるで賞」と「ベストオブフードバンク賞」
を選び、歓談しつつ交流を深めた。
事後、活動半年を経過したフードバンクプロジェクト
について意見交換を行ったが、参加したＮＰＯは4団
体と少なく、拠点の常滑市社協からは目的を問い直
し、継続するか否かの必要性を問われている。（市
野）

■だいこんの花新施設
「すずしろの花」「だいこんの家」ＯＰＥＮ
満開の桜
が咲く4月5
日 ( 土 )、6 日
(日)に、だい
こんの花新
施設の開所
式が行われ
た。知 多 市
午後から近隣住民の方々へのお披露目と
長をはじめ
して「餅投げ」が行われた。
知多市の福
祉関係者、ＮＰＯ法人あいち福祉ネット理事、サポー
トちたの会員団体等大勢の参列者から、お祝いと応
援メッセージで祝福された。
だいこんの花は、平成18年に古民家で訪問介護・
通所介護・たすけあい事業を始め、常に利用者の声
に耳を傾けニーズに応え続け、このほど念願の、住
み慣れた家を終の棲家とするための、24時間対応小
規模多機能型居宅介護サービスを1階に、サービス
付き高齢者住宅が2階にある、複合型サービス拠点
を立ち上げた。2階の住宅は満床、小規模多機能
サービスの利用者も6割と、住民の期待が高い。
閉式後は中庭で知的障がい者の和太鼓サークル
「楽打」の演技と、職員による餅つきが披露され、和や
かな会食の席が設けられた。
老夫婦から孫連れの家族まで近隣住民が訪れ、2
日間で約270人が見学した。 （五十嵐）

■３月２５日「健康サロンあゆみ」ＯＰＥＮ
知多市つつじが丘
地区の民家を会場に
「健康サロンあゆみ」
がオープンした。ここ
では、週2回火・木曜
の 午 前 中 に NPO 法
人あゆみが運営す
る。
高橋さんの2階が新拠点！歩い
平成17年知多市と て通えるサロンです。
の 協 働 で、ス マ イ ル
体操の開発と普及啓発事業に取り組む「あゆみ」は、
訪問介護事業と、週1回のいきいきサロン運営の傍ら
でスマイル体操の普及活動に努め、最近では市内3
か所で体操教室を開いている。
26年度は、さらに介護予防事業を強化する新たな
事業展開として、体操を高齢者対象の優しい内容に
修正し、週1回のいきいきサロンも体操中心のプログ
ラムに変更、他の教室も加えると週4日以上市内で健
康体操を実践、あゆみは健康づくりに特化したサロン
運営に方向転換する。
25日の開所式は、家主を始めとするつつじが丘地
区の協力者、知多市福祉課、社会福祉協議会、ＮＰ
Ｏ関係者、近隣住民など多様な関係者が参列し、こ
れから地域に根差したサロンを目指す、幸先の良い
セレモニーとなった。（五十嵐）

■地域支え合い体制づくり事業 ～フードバンク連携
によるコミュニティカフェ立ち上げ促進事業～
目指せ「南粕谷ハウス」を合言葉に、知多市では、
地域内の見守りを充実させるためにサロン活動を応
援、顔の見える関係づくりを推進している。
しかし、地域密着で活動さ
れるふれあい・いきいきサロ
ンの現状は、月に1から数回
開催のため、地域を支えあ
う日常の見守り機能までは
難しい。そこで、食事の提供
や常設化にむけての意識
や課題についてヒアリング
調査を実施した。昨年度ゆ 「人と食」をつなぐ地
いの会が調査した地域の居 域資源情報誌「シェフ
場 所 29団 体（抜 粋）からは、 のこだわり」と「サロ
ンのこれから」
活動を広げたくても場所の
２
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■雲南サテライトゼミ ＠東海市
3月14日（金）島
根県雲南市地域
振興課の石田さ
んを迎えてのサ
テライトゼミが東
海市立市民活動
年2回（5月・10月）開催される「小 セ ン タ ー に て 開
規模多機能自治を考える雲南の集 催、三 重、愛 知
両県のＮＰＯ担
い」に話が弾んだ。
当、東 海、半 田、
知多の3市ＮＰＯ担当とセンター担当の計11名が集
い、各エリアで実践している地域円卓会議の効果と
課題について語り合った。
雲南市では、住民自治を進める際に、多様なエリア
の円卓会議を活用しているが、そもそも円卓会議と
は、課題解決のために地域を構成する多様な人たち
が知恵出しの場として対話する有効な手段のひとつ
である一方で、継続と実践や場の進行など人材確保
の課題も残る。実践を目的とすれば、身近な問題が
周知されやすい町内会単位が理想ではないかと検
討された。
また、未来の視点で対話を継続するフューチャーセ
ンターのような場がない場合、数回の会議で実践計
画を立て実行伴走することは難しい。対話より生まれ
たアイデアや人のつながりを各組織へ持ち帰り対策
を練ることを前提にするならば、市は場を設置する
きっかけづくりでよいか、県域の場合、取り組むべき
課題や政策に市民がどれだけ参画できるか等、今後
の検討課題も残した。（市野）

☆よろしくお願いします！☆
今年4月より常勤職員として
サポートちたで働く、新保祥代
(しんぼさちよ)と申します。本
法人で大学3年から約1年間ア
ルバイト、3月に日本福祉大学
社会福祉学部を卒業しまし
た。主な担当はＮＰＯ現場見
学バスツアーと、サポートニュースですが、「0～
100歳の地域包括ケア」円卓会議も担当いたし
ます。
大学生活を振り返り思うことは、もっと早く大学
の外に出て、より多くの人との関わりを持つこと
で、講義だけでは学ぶことのできない、地域の
方やＮＰＯで福祉のまちづくりに励んでおられる
方とのつながりをつくり、学びを深めて行きた
かったということです。このような経験もあって、
学生や若い世代の方が地域とつながること、何
かをやりたい！という若い世代の方や、大学の
外で学んでみたいという学生、学生の学びが4
年間の講義だけで終わる事のないよう、応援し
ていきたいと思っています。
また、同年代で知多半島のＮＰＯで働き始め
た方、市民活動に励んでおられる方とのつなが
りの輪を広げてきたいと思っておりますので、よ
ろしくお願いいたします。

■サービスラーニング NPO現場見学バスツアー
3月24、25日に例年通りサービスラーニングのバス
ツアーが開催された。両日計6台のバスが稼動、学生
139名がそれぞれ2団体を見学した。今年度は現場で
の振り返りを行ったことで、学生はしっかりと現場の状
況を把握することができた。また、学生の感想や気づ
きに対し、法人スタッフがその場で対応することがで
きた。
学生も「ＮＰＯ」という言葉は知っているが、実際に
訪問することで、法人によって違いがあり、活動にも
様々な分野があること、立ち上げた人の想いや人との
繋がりの大切さ、地域の課題など、たくさんの事に気
づくことができた。「ＮＰＯに対して興味が沸いた」「地
域福祉をもっとよくしたい」「現場で体験したい」等の
感想があり、この1年を通じて学生がどんな体験をし、
どんな学びを深めてくれるか楽しみだ。（竹内）

会費納入のお願い
（N)地域福祉サポートちたにご支援、ご協力頂きありが
とうございます。26 年度も引き続きご支援いただきま
すようお願い申し上げます。なお、振込用紙を同封さ
せて頂いておりますので、ご利用ください。

○正会員／（団体） 15,000 円 （個人） 5,000 円
○準会員／（団体） 5,000 円 （個人） 3,000 円
∴*・☆.．*゜.☆:* ・*:・゜.．☆.．*゜☆:*・:

新会員紹介
【正会員/個人】
【準会員/団体】

☆ご入会ありがとうございます☆

日比野 徳男 様
NPO法人オレンジ 様

☆・*:・∴*☆.．*゜.☆:*・:・*☆゜:・゜.．☆
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サポちた インフォメーション
会員さんなどから集まる情報をお知らせします。お気軽に情報をお寄せ下さい。

■福祉人材育成研修 ＠大府市

■助成プログラム 住友生命健康財団

介護職員初任者研修 5/13 ～ 受講料 74,520 円
(テキスト・税込)
同行援護 従業者（一 般課 程） 6/25 ～ セット受講
全身性障がい者移動介護研修 6/26 ～ 30,000 円
同行援護従業者（応用課程）7/8 ～ 受講料 15,000 円
精神障がいホームヘルパー研修 6/7 ～ 受講料 20,000 円
<問合> （N)ネットワーク大府 ☎0562-44-3735（事務局）

コミュニティスポーツによる健やかなひと・社会づくりに向
けた調査や研究への取り組みを助成、および実践への取り
組みを助成する。
〈応募期間〉5 月 1 日(木)～ 5 月 15 日(木) 必着
〈助成期間〉2014/10/1(水)～ 2015/9/30(水)
〈問合〉公益財団法人住友生命健康財団
☎ 06-6947-3140 FAX 06-6947-3142

■サポートちた 福祉人材育成研修

■組織基盤の強化応援 Panasonic助成

介護職員初任者研修 受講料70,000円
〈会場〉（N）りんりん他 5/10～8/24
喀痰吸引等研修(第3号研修) ※受講料は問合ください
〈会場〉知多市市民活動センター 7/10、20
〈担当〉竹内

第三者の多様で客観的な視点を取り入れて実施する組
織運営上の課題解決のための取り組みを応援する。
〈助成対象〉環境分野、子ども分野
〈応募期間〉7 月 16 日（水）～ 7 月 31 日（木） 必着
〈助成期間〉2015/1/1(木)～ 2015/12/31(木)
〈問合〉パナソニック株式会社 CSR・社会文化グループ
☎ 03-3574-5665
http://panasonic.co.jp/citizenship/pnsf

行動援護従業者養成研修講座 受講料 20,000 円
〈会場〉 社会福祉会館ウイズ豊川： 6/21、28、29
〈会場〉 一宮療育サポートプラザ： 6/15、7/6、13
〈担当〉山森

■成年後見サポーター研修講座 ＠武豊町

■「0 ～ 100 歳の地域包括ケア」円卓会議

認知症の高齢者、また知的障害や精神障害で判断能力
が不十分な方々の権利や財産を守るための成年後見制
度。制度活用のための 6 回講座を開催。
〈日時〉6 月 13 日より毎週金曜日（最終： 7 月 18 日）
13 時半～ 16 時
〈会場〉武豊町中央公民館 2 階 視聴覚室
〈受講料〉1,000 円（全 6 回分資料代）
〈申込問合〉（N）知多地域成年後見センター知多事務所
☎ 0562-39-2663 ※ 5/12 ～申込み開始

■スタッフ募集！

地域包括ケアシステムの構築に向けた関係機関との円
卓会議オブザーバー参加者 30 名募集（先着順）
〈日時〉5/30（金）13 時半～ 16 時半（13 時受付開始）
〈会場〉日本福祉大学美浜校 コミュニティーセンター 3 階
〈参加費〉無料
〈担当〉新保または市野

■会員交流講演会 「介護保険改正と地域支えあい
センター」 ～市民によるまちづくり～

詳細等は各団体連絡先まで

認定 NPO 法人ぐるーぷ藤（神奈川県藤沢市）理事長
鷲尾公子さんによる講演会、および意見交換会
〈日時〉5/28（水）15 時～ 17 時
〈会場〉知多市市民活動センター 2 階会議室
〈参加費〉無料（非会員は資料代として 300 円）
〈担当〉市野

すずしろの花 だいこんの花旭南 知多市旭南 1-22-1
☎ 0569-47-8080（荒木）
東海市在宅介護家事援助の会ふれ愛 東海市養父町苅宿
31-1
☎ 0562-36-0085（山川）

ＮＰＯ現場見学ツアー
【テーマ：NPOってなあに？】7月17日（木）
9:30集合 ～ 16:00帰着
参加費：5,200円

478-0047 知多市緑町12-1
知多市市民活動センター1階

※見学と座学など、目的に合わせたオプ
ショナル研修を組んでみませんか？
ご相談は無料です（担当:新保）
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0562 (33) 1631
0562 (33) 1743

