シニアの「思い出づくり、仲間づくり、生きがいづくり」を支援する情報誌
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「人生 100 歳時代 準備万端で勝ち抜こう！」其の一
今年 65 歳以上の高齢者は総人口の 26.7％になりました（2016 年
9 月 15 日現在総務省人口推計）。「国民の 4 人に 1 人」超が高齢者です。
2025 年には団塊の世代が後期高齢者になり、ほぼ「国民の 3 人に 1 人」
が高齢者になります。それに伴い社会保障費が増大し国の財政は破綻す
るという「2025 年問題」
。これを乗り切るには社会保障費の抑制が急務
で、
「自助・互助・共助・公助」のうち「公助」（生活保護など国の施策）
や「共助」
（社会保険制度など）にはあまり期待できません。むしろ、
高齢者自身の「自助」や高齢者が相互に支援しあう「互助」でこの難局
を乗り切ることになりそうです。また、少子高齢化で生産年齢人口が減少

延命法律事務所
弁護士 延命 政之

するため、若者に「おんぶにだっこ」という訳にはいきません。高齢者自身が自分の力で生活を維持しな
ければなりません。
神奈川県は、高齢者の社会参加モデルとして「人生 100 歳時代の設計図」を提唱します。黒岩知事は今
年 7 月のキックオフシンポで、定年後の 40 年を「老後」でなく「現役」と位置づけ自分で自分の設計図
を描いて欲しい、社会もそれに応えられる設計図を用意すると発言しました。より緻密な？設計図を描く
ためには専門家の関与が不可欠です。医療については医師や看護師・医療機関、介護についてはケアマネ
ージャーや介護事業所・介護施設、法的な問題については弁護士など、高齢者の皆さんが設計図を描くた
めに必要な社会資源は用意されています。また、住み慣れた地域で暮らし続けるためには地域の支援を受
ける必要があります。お近くの「地域包括支援センター」や市区町村の社会福祉協議会にご相談ください。
介護や医療、権利擁護など高齢者に関わる幅広い相談に応じてくれます。
健康でご自身で判断ができるときには、自立した生活を送ることができます。しかし、高齢になると予
想もしない出来事が起こります。３.１１の東日本震災以来、災害に対する物心両面の準備が必要だとして、
地震対策・津波対策・水害対策など、さまざまな分野で地域の防災に目が向けられてきました。いつかは
起きるかもしれない災害に対して、先人の知恵や学問的な研究、地域での分析などによって、かなり具体
的な対策がとられてきました。高齢者の課題に対する準備は、災害対策と似たところがあります。いつか
は起きるかもしれない課題について、高齢者ご本人がより具体的に準備できるかどうかが勝敗の？鍵を握
っています。
そこで弁護士の立場から、老後にどのような課題が待ち構えているのか、その課題に対してどのような
準備が必要なのかについて考えてみます。高齢の方からご相談が
多いのは、
①金銭の管理や生活の支援
②財産の承継と死後の手続に関する相談
③ホームロイヤー（かかりつけ弁護士）などに関するものです。
詳細は次号で詳しくお話しいたします。
ご期待ください。
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今回はスポーツと言っても頭の中をフル回転させるスポーツ、体力を使うのはちょっと無理、といった
今回はスポーツと言っても頭の中をフル回

方に頭を使って仲間を作る健康マージャンをご紹介します。事務局は厚木健康麻将センターよつば会、厚
方に頭を使って仲間を作る健康マージャンを

木支部支部長の清川さん（日本健康麻雀協会 認定レッスンプロ）にお話を伺いました。
木支部支部長の清川さん（日本健康麻雀協会
健康マージャンとはどのようなスポーツなのか、お教えください？ 健康マージャンとはどのようなスポーツな

健康マージャンとは

健康マージャンと

マージャンはとても優秀な頭脳スポーツです。脳の活性化を促し、老化
マージャンはとても優秀な頭脳スポーツで
防止にも最適！ 友達とワイワイ楽しみながら、楽しい一時を過ごしまし
防止にも最適！ 友達とワイワイ楽しみなが
ょう。
ょう。
健康マージャンは「①賭けない、②飲まない、③吸わない」を合言葉に、
健康マージャンは「①賭けない、②飲まな
健全な頭脳ゲームとしてのマージャンを楽しむスポーツです。
健全な頭脳ゲームとしてのマージャンを楽し
過去のイメージを払しょくし、《健康》を維持し、
《生きる》喜びを感じ、
過去のイメージを払しょくし、
《健康》を維
《ふれあい》の輪を広げる、知的で健康的なコミュニケーションツールを目
《ふれあい》の輪を広げる、知的で健康的な
指しています。女性が多く集うスポーツでもあります。（もちろん男性もお
指しています。女性が多く集うスポーツでも
られます。
）
られます。
）
清川さん

健康マージャンの競技人口は、日本健康麻将協会加盟団体で全国 10 万人
健康マージャンの競技人口は、日本健康麻将

程度、神奈川県で 1 万 2000 人程度が登録されている数で、実際はこの３
程度、神奈川県で 1 万 2000 人程度が登録さ
倍程度の方々が楽しんでおられます。

倍程度の方々が楽しんでおられます。

日本健康麻将協会は 1988 年に設立され、それまでイメージのあまりよ
日本健康麻将協会は 1988 年に設立され、

くなかったマージャンから「恐い」と思わせる部分を取り除き、健全な頭
くなかったマージャンから「恐い」と思わせ

脳ゲームとしてのマージャンの普及と安心して楽しめるような場所を確保
脳ゲームとしてのマージャンの普及と安心し
しようということで始まりました。

しようということで始まりました。

健康マージャンは、脳のアンチエイジングにも効果があるといわれて、
健康マージャンは、脳のアンチエイジング

老化防止のために始める方も沢山いらっしゃいますが、とにかくマージャ
老化防止のために始める方も沢山いらっしゃ

ン自体が楽しいゲームなので脳トレをしているという感覚ではなく、楽し
ン自体が楽しいゲームなので脳トレをしてい

く遊んでいるうちに脳にも良い効果があるということで、現在、男女とも
く遊んでいるうちに脳にも良い効果があると
に人気が急上昇しています。

に人気が急上昇しています。

編集担当も初めて会場に足を運びましたが、煙にまみれた過去のイメージは全くありませんでした。
編集担当も初めて会場に足を運びましたが

また、会場ではまったく知識のない方への入門教室から実践十分の方への全国競技会出場まで、技量に
また、会場ではまったく知識のない方への
合ったコースの設定があり、どなたでも心配なく和気あい
あいとした環境で参加できます。
神奈川県の主要地域・日本健康麻将協会加盟会場のお問
い合わせ先は、
・横浜市西区北幸・シルバー（045-314-0704）
・鎌倉市大船・湘南文化サークル （0467-45-8235）
・厚木市中町・よつば会（046-225-9566）
・川崎市向ヶ丘遊園・向ヶ丘よつば会（044-911-7716）
へお願いします。
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第 15 回かながわシニア美術展
今回はスポーツと言っても頭の中をフル回転させるスポーツ、体力を使うのはちょっと無理、といった
第 15 回かながわシニア美術展が本年も 8 月 25 日から 8 月 28 日にかけて、神奈川県民ホールギャラリ
方に頭を使って仲間を作る健康マージャンをご紹介します。事務局は厚木健康麻将センターよつば会、厚
ーで盛大に開催されました。あいにく作品搬入日は朝方の台風接近により、若干の出展辞退者はおられた
木支部支部長の清川さん（日本健康麻雀協会
認定レッスンプロ）にお話を伺いました。作品を抱きしめお
ものの、一年間の創作活動の成果を発表する強い思いを込めた方々が悪天候の中、431
健康マージャンとはどのようなスポーツなのか、お教えください？
いでいただきました。また、会期間中は概ね天候に恵まれ、1900
名を超える多数の方に足を運んでいた
だき、盛況の内に美術展を終了いたしました。関係いただいたすべての方々にお礼申し上げます。ありが

健康マージャンとは

とうございました。
マージャンはとても優秀な頭脳スポーツです。脳の活性化を促し、老化
この美術展は表題の通りシニアの方を対象に開催していますが、
今回は出品者の 57％が 70 歳代を占め、
防止にも最適！ 友達とワイワイ楽しみながら、楽しい一時を過ごしまし
年齢を重ねてかつ創作活動に挑戦を続けられる姿が作品に反映されていました。
ょう。
今回各部門で大賞（県知事賞）受賞者の方々に共通インタビューを実施させていただきました。
健康マージャンは「①賭けない、②飲まない、③吸わない」を合言葉に、
①創作活動を通してご自身の生き甲斐・生活にどのような効果が有るのでしょうか？
健全な頭脳ゲームとしてのマージャンを楽しむスポーツです。
②続けられる秘訣は？
過去のイメージを払しょくし、
《健康》を維持し、
《生きる》喜びを感じ、
③シニア美術展はご自身にとってどの様な位置づけ、存在なのでしょうか？
《ふれあい》の輪を広げる、知的で健康的なコミュニケーションツールを目
指しています。女性が多く集うスポーツでもあります。
（もちろん男性もお
④来年度に向けた意気込みなどは？
られます。
）
作者の思いのご紹介を兼ねて、作品をご紹介いたします。
清川さん
健康マージャンの競技人口は、日本健康麻将協会加盟団体で全国 10 万人
１．日本画部門・大賞受賞者
程度、神奈川県で
1 万 2000
人程度が登録されている数で、実際はこの３
作者：矢澤 幸子
作品名：蓮の精
倍程度の方々が楽しんでおられます。
①好きなものを、限られた人生を、その間に自分の一番大切に
日本健康麻将協会は
1988 年に設立され、それまでイメージのあまりよ
しているもの、好きなものを少しでも極められたら、精進で

くなかったマージャンから「恐い」と思わせる部分を取り除き、健全な頭
きたら良いなと思って活動している。
脳ゲームとしてのマージャンの普及と安心して楽しめるような場所を確保
②そのような気持ちを持ち続けることだと思っている。

しようということで始まりました。
③創作活動をしていると時として孤独になる時も有りますの
健康マージャンは、脳のアンチエイジングにも効果があるといわれて、
で、やはり一つの励みになるかと思われます。

老化防止のために始める方も沢山いらっしゃいますが、とにかくマージャ
④作品を仕上げると、その時はとても満足感を得られるのです
ン自体が楽しいゲームなので脳トレをしているという感覚ではなく、楽し
が、時を過ぎると、まだまだ未熟を感じる時がありますので、

く遊んでいるうちに脳にも良い効果があるということで、現在、男女とも
そのような気持ちをばねにして頑張って行きたいなという気
に人気が急上昇しています。
持ちを持ち続けております。
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編集担当も初めて会場に足を運びましたが、煙にまみれた過去のイメージは全くありませんでした。
２．洋画部門・大賞受賞者
また、会場ではまったく知識のない方への入門教室から実践十分の方への全国競技会出場まで、技量に
作者：鈴木 昭
作品名：廃船の撤去
合ったコースの設定があり、どなたでも心配なく和気あい
①活動は１６年ぐらいになります。絵を長く描き続
あいとした環境で参加できます。
けられるよう健康維持の思いが強くあります。
神奈川県の主要地域・日本健康麻将協会加盟会場のお問
②いくつかのグループに所属し、スケジュールを組
い合わせ先は、
んで絵を描くようにしている。大勢の仲間と一緒
・横浜市西区北幸・シルバー（045-314-0704）
に描く事が継続の秘訣と思います。
・鎌倉市大船・湘南文化サークル （0467-45-8235）
③他にも発表の場があり、シニア美術展もそのひと
・厚木市中町・よつば会（046-225-9566）
つです。今回１０回目の出展です。
・川崎市向ヶ丘遊園・向ヶ丘よつば会（044-911-7716）
④来年も出来るだけ頑張って良い作品を出せる様
へお願いします。
に取り組んでゆきたいと思います。
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3．彫刻・工芸部門・大賞受賞者
作者：河端 一恵

作品名：白樹

①灯油窯ですので、本焼きの時は１７時間から１８時間焼成しま
す。まさに体力・忍耐力・持久力との戦いで、これらが健康の
源になっていると思います。

②２６年前、趣味の一つとして陶芸を始めました。１６年前、自
今回はスポーツと言っても頭の中をフル回
宅庭に窯設と同時に陶芸教室を開き、
友人達と楽しんでいます。

方に頭を使って仲間を作る健康マージャンを
お茶飲み仲間と愉しむ、それが継続の秘訣かなと思います。
木支部支部長の清川さん（日本健康麻雀協会
③創作活動の発表の場として、
かながわシニア美術展への出展と、

健康マージャンとはどのようなスポーツな
現在、日本芸術家協会会員として、毎年、都美術館で開催され
るＪＡＧ展に出展しています。

健康マージャンと

④一つのジャンルだけでなく幅広く創作活動を進めてみたいと思
マージャンはとても優秀な頭脳スポーツで
います。
防止にも最適！ 友達とワイワイ楽しみなが
ょう。
健康マージャンは「①賭けない、②飲まな
4．書部門・大賞受賞者
健全な頭脳ゲームとしてのマージャンを楽し
作者：時田 幹子
作品名：百人一首
過去のイメージを払しょくし、
《健康》を維
①書道歴は結構長く、創作活動は 10 年ぐらいです。私にとって
《ふれあい》の輪を広げる、知的で健康的な
書がやはり生き甲斐だと思います。
指しています。女性が多く集うスポーツでも
②何かやっていないと気が済まない感じです。
られます。
）
③かながわシニア美術展に出してみようかなと思い出品しまし

た。審査対象が個人単位なのも創作を続ける動機づけとなって
健康マージャンの競技人口は、日本健康麻将
います。
程度、神奈川県で 1 万 2000 人程度が登録さ

④出品は３年目なので、次回も出品いたします。
倍程度の方々が楽しんでおられます。

日本健康麻将協会は 1988 年に設立され、

くなかったマージャンから「恐い」と思わせ
5．写真部門・大賞受賞者
脳ゲームとしてのマージャンの普及と安心し
作者：河野 浩之
作品名：姉妹
しようということで始まりました。
①本職は建築の技術者ですが、生き甲斐は農業（百姓）
健康マージャンは、脳のアンチエイジング
と趣味で一生懸命やっています。
老化防止のために始める方も沢山いらっしゃ
②写真を撮りにいろんな国に行き、好きな動物の写真
ン自体が楽しいゲームなので脳トレをしてい
を撮ること。農業（百姓）やっていますので体は大
く遊んでいるうちに脳にも良い効果があると
丈夫です。
に人気が急上昇しています。
③趣味の世界を持つこと。シニアはこのような取り組
編集担当も初めて会場に足を運びましたが
み（趣味）を持つことが年取っていいことだと思い
また、会場ではまったく知識のない方への
ます。
④またどこかの国へ行って出品したいと思います。
インタビューを終え、美術展事務局が感じた受賞者皆さんの創作の原動力は、仲間で一緒に取り組むこ
と、個人単位に評価されること、活動を生き甲斐（生き甲斐が活動を後押ししているか？）に集中して取
り組んでおられることが伝わって来ます。
この美術展では最高齢（今年は 105 歳）で毎年出品されている方もおり、芸術を一生涯の趣味や生き甲
斐にされていることが伺えます。

まだ、出品されたことの無い方は、一度シニア美術展に挑戦し、新た

な世界を覗いてみては如何でしょう。これまでと違った世界が迎えてくれると思います。
かながわシニア通信
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今回はこの情報誌がお手元に届くころ、秋深まる中、街路樹も色ずく街歩きをしてみました。横浜と言
今回はスポーツと言っても頭の中をフル回転させるスポーツ、体力を使うのはちょっと無理、といった
今回はこの情報誌がお手元に届くころ、秋深まる中、街路樹も色ずく街歩きをしてみました。横浜と言
えば明治から昭和に至る歴史や文化を体感できる由緒ある街並み散策と波間に揺れて行きかう船を眺めた
方に頭を使って仲間を作る健康マージャンをご紹介します。事務局は厚木健康麻将センターよつば会、厚
えば明治から昭和に至る歴史や文化を体感できる由緒ある街並み散策と波間に揺れて行きかう船を眺めた
り、中華街での食事を満喫するなど、いろいろと愉しめるルートがあります。編集担当は秋突入前の暑い
木支部支部長の清川さん（日本健康麻雀協会
認定レッスンプロ）にお話を伺いました。
り、中華街での食事を満喫するなど、いろいろと愉しめるルートがあります。編集担当は秋突入前の暑い
日に、秋の情景を思い浮かべながら、港町横浜の街中を歩いてみました。
健康マージャンとはどのようなスポーツなのか、お教えください？
日に、秋の情景を思い浮かべながら、港町横浜の街中を歩いてみました。
晴れた日に仲間を誘って街歩きをしてみませんか！ ここでご紹介する施設等以外にも多様な見どころ
晴れた日に仲間を誘って街歩きをしてみませんか！
満載の街歩きにでかけましょう。

健康マージャンとは

ここでご紹介する施設等以外にも多様な見どころ

満載の街歩きにでかけましょう。
ルートに従いご案内します。
マージャンはとても優秀な頭脳スポーツです。脳の活性化を促し、老化
ルートに従いご案内します。
①出発はＪＲ関内駅（駅の外装には本拠地
DeNA のヘルメット）
防止にも最適！ 友達とワイワイ楽しみながら、楽しい一時を過ごしまし
①出発はＪＲ関内駅（駅の外装には本拠地
DeNA のヘルメット）
②神奈川電気発祥の地、横浜ベイスターズ優勝記念モニュメント
ょう。
②神奈川電気発祥の地、横浜ベイスターズ優勝記念モニュメント
健康マージャンは「①賭けない、②飲まない、③吸わない」を合言葉に、
健全な頭脳ゲームとしてのマージャンを楽しむスポーツです。
②
②
過去のイメージを払しょくし、
《健康》を維持し、
《生きる》喜びを感じ、
《ふれあい》の輪を広げる、知的で健康的なコミュニケーションツールを目
指しています。女性が多く集うスポーツでもあります。（もちろん男性もお
られます。
）

清川さん

③横浜・ホテル発祥の地
健康マージャンの競技人口は、日本健康麻将協会加盟団体で全国 10 万人
③横浜・ホテル発祥の地
④横浜ベイスターズの本拠地球場「横浜スタジアム」

①

程度、神奈川県で
1 万 2000 人程度が登録されている数で、実際はこの３
④横浜ベイスターズの本拠地球場「横浜スタジアム」
⑤海方面を眺めた銀杏並木。色ずくととてもきれいな街並みになります。
倍程度の方々が楽しんでおられます。
⑤海方面を眺めた銀杏並木。色ずくととてもきれいな街並みになります。
⑥横浜中華街（平日に仲間と来ましょう。関内駅に１１時ごろお腹を空かせて到着し、平日ランチを皆さ

日本健康麻将協会は
1988 年に設立され、それまでイメージのあまりよ
⑥横浜中華街（平日に仲間と来ましょう。関内駅に１１時ごろお腹を空かせて到着し、平日ランチを皆さ
んで食べましょう。予算６５０円～。全員がおかずの種類を変え、分け合って食べるのがコツです。
）
くなかったマージャンから「恐い」と思わせる部分を取り除き、健全な頭
⑦お腹が一杯になったら、山下公園で船を眺めながら一服します。
んで食べましょう。予算６５０円～。全員がおかずの種類を変え、分け合って食べるのがコツです。
）

脳ゲームとしてのマージャンの普及と安心して楽しめるような場所を確保
⑦お腹が一杯になったら、山下公園で船を眺めながら一服します。
⑧大桟橋埠頭
しようということで始まりました。
⑧大桟橋埠頭
⑨神奈川県県庁（キングの塔）

⑬

健康マージャンは、脳のアンチエイジングにも効果があるといわれて、
⑨神奈川県県庁（キングの塔）
⑩横浜市開港記念会館（ジャックの塔）
老化防止のために始める方も沢山いらっしゃいますが、とにかくマージャ
⑩横浜市開港記念会館（ジャックの塔）
⑪横浜税関（クィーンの塔）

⑬

ン自体が楽しいゲームなので脳トレをしているという感覚ではなく、楽し
⑪横浜税関（クィーンの塔）
⑫横浜赤レンガ倉庫
く遊んでいるうちに脳にも良い効果があるということで、現在、男女とも
⑫横浜赤レンガ倉庫
⑬馬車道を関内駅方面に向かいます。ガス灯等、発祥の地が多数

に人気が急上昇しています。
⑬馬車道を関内駅方面に向かいます。ガス灯等、発祥の地が多数
存在し、文明開化を彷彿しましょう。
（通りの案内図は要確認)
編集担当も初めて会場に足を運びましたが、煙にまみれた過去のイメージは全くありませんでした。
存在し、文明開化を彷彿しましょう。
（通りの案内図は要確認)
⑭黄昏時まで散策を楽しみ、関内駅から吉田橋を経て野毛本通り

また、会場ではまったく知識のない方への入門教室から実践十分の方への全国競技会出場まで、技量に
⑭黄昏時まで散策を楽しみ、関内駅から吉田橋を経て野毛本通り
へ向かいます。赤い灯青い灯が瞼に映れば、野毛の
合ったコースの設定があり、どなたでも心配なく和気あい
へ向かいます。赤い灯青い灯が瞼に映れば、野毛の
歓楽街はもうそこ。散策に疲れた身体、のどの渇きを
あいとした環境で参加できます。
歓楽街はもうそこ。散策に疲れた身体、のどの渇きを
街の包容力が癒してくれるでしょう。また、仲間との
神奈川県の主要地域・日本健康麻将協会加盟会場のお問
街の包容力が癒してくれるでしょう。また、仲間との
歓談で思い出つくりに花を咲かせましょう。

歓談で思い出つくりに花を咲かせましょう。い合わせ先は、
⑮歓談も深酔いせぬうちに桜木町駅へ向かい、本日の街
・横浜市西区北幸・シルバー（045-314-0704）
⑮歓談も深酔いせぬうちに桜木町駅へ向かい、本日の街
歩きは終了となります。
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・鎌倉市大船・湘南文化サークル （0467-45-8235）
歩きは終了となります。
如何でしょうか、山歩きだけでなく街歩きもたまには
・厚木市中町・よつば会（046-225-9566）
如何でしょうか、山歩きだけでなく街歩きもたまには
良いものだと思います。
・川崎市向ヶ丘遊園・向ヶ丘よつば会（044-911-7716）
良いものだと思います。
へお願いします。
かながわシニア通信
かながわシニア通信 Vol.3
Vol.3 2016
2016 Autumn
Autumn
かながわシニア通信

Vol.3 2016 Autumn

⑭

⑭ ３

⑪

⑩

⑨

今回はスポーツと言っても頭の中をフル回

方に頭を使って仲間を作る健康マージャンを

⑫

木支部支部長の清川さん（日本健康麻雀協会

健康マージャンとはどのようなスポーツな

健康マージャンと

マージャンはとても優秀な頭脳スポーツで
⑧
防止にも最適！ 友達とワイワイ楽しみなが
ょう。
健康マージャンは「①賭けない、②飲まな
健全な頭脳ゲームとしてのマージャンを楽し
過去のイメージを払しょくし、
《健康》を維
《ふれあい》の輪を広げる、知的で健康的な
指しています。女性が多く集うスポーツでも
られます。
）

⑫
⑮

氷川丸

⑪
⑭

⑨
⑬

健康マージャンの競技人口は、
日本健康麻将
⑧

程度、神奈川県で 1 万 2000 人程度が登録さ
倍程度の方々が楽しんでおられます。

⑩

日本健康麻将協会は 1988 年に設立され、

くなかったマージャンから「恐い」と思わせ

⑤

②
①

④

③

脳ゲームとしてのマージャンの普及と安心し

しようということで始まりました。
⑦

健康マージャンは、脳のアンチエイジング

老化防止のために始める方も沢山いらっしゃ

ン自体が楽しいゲームなので脳トレをしてい

⑥

⑤

く遊んでいるうちに脳にも良い効果があると
に人気が急上昇しています。

編集担当も初めて会場に足を運びましたが
⑥

また、会場ではまったく知識のない方への
③

④

かながわシニア通信
かながわシニア通信 Vol.3
Vol.3 2016
2016 Autumn
Autumn
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ボランティアさん
ボランティアさん
ボランティアさん
大募集
大募集
大募集

皆さん、無償のボランティア活動を行ってみませんか！ 身近な地域の各
身近な地域の各
皆さん、無償のボランティア活動を行ってみませんか！
皆さん、無償のボランティア活動を行ってみませんか！ 身近な地域の各
施設では皆様の参加をお待ちしております。 ご自分に合った無理の無い、
ご自分に合った無理の無い、
施設では皆様の参加をお待ちしております。
施設では皆様の参加をお待ちしております。 ご自分に合った無理の無い、
特技が活かせるお仕事があれば活動してはいかがでしょうか！
特技が活かせるお仕事があれば活動してはいかがでしょうか！
特技が活かせるお仕事があれば活動してはいかがでしょうか！
施設の方もボランティアさんの応募をお待ちしております。
施設の方もボランティアさんの応募をお待ちしております。
施設の方もボランティアさんの応募をお待ちしております。

川崎市
川崎市
川崎市
溝の口
溝の口
溝の口

①園内喫茶のお手伝い
①園内喫茶のお手伝い
①園内喫茶のお手伝い
②洗濯・買い物の代行
②洗濯・買い物の代行
②洗濯・買い物の代行
活
動
日：
①毎週 木
木 13:30～15:00
13:30～15:00
活 動 日： ①毎週
活 動 日： ①毎週 木 13:30～15:00
②10:00～15:30（応相談）
②10:00～15:30（応相談）
②10:00～15:30（応相談）

川崎市恵楽園養護老人ホーム
川崎市恵楽園養護老人ホーム
川崎市恵楽園養護老人ホーム

川崎市高津区下作延22丁目
丁目26
26番地
番地11号
号
川崎市高津区下作延
川崎市高津区下作延 2 丁目 26 番地 1 号

044-866-2253（担当：田中）
044-866-2253（担当：田中）
044-866-2253（担当：田中）
川崎市
川崎市
川崎市
元住吉
元住吉
元住吉

①ベッドメイク
①ベッドメイク
①ベッドメイク
②レクレーション補助他
②レクレーション補助他
②レクレーション補助他
活動
動 日：
日： ①②いつでも可（応相談）
①②いつでも可（応相談）
活
活 動 日： ①②いつでも可（応相談）

川崎市特別養護老人ホームすみよし
川崎市特別養護老人ホームすみよし
川崎市特別養護老人ホームすみよし
川崎市中原区木月祗園町２-１
川崎市中原区木月祗園町２-１
川崎市中原区木月祗園町２-１

044-455-0880（担当：中山・市川）
044-455-0880（担当：中山・市川）
044-455-0880（担当：中山・市川）
横須賀市
横須賀市
横須賀市
大楠芦名
大楠芦名
大楠芦名
活動
動 日：
日：
活
活 動 日：

①洗濯物のたたみ
①洗濯物のたたみ
①洗濯物のたたみ
②繕いもの・ボタン付け
②繕いもの・ボタン付け
②繕いもの・ボタン付け
①②ともに10:00～12:00
10:00～12:00もしくは
もしくは
①②ともに
①②ともに 10:00～12:00 もしくは
13:00～14:00（時間・曜日は応相談）
13:00～14:00（時間・曜日は応相談）
13:00～14:00（時間・曜日は応相談）
日本医療伝道会 特別養護老人ホーム
特別養護老人ホーム
日本医療伝道会
日本医療伝道会 特別養護老人ホーム
衣笠ホーム
衣笠ホーム
衣笠ホーム
横須賀市芦名2-4-1
2-4-1
横須賀市芦名
横須賀市芦名 2-4-1

046-856-7101（担当：渡辺）
046-856-7101（担当：渡辺）
046-856-7101（担当：渡辺）
秦野市
秦野市
秦野市
渋沢
渋沢
渋沢
活動
動 日：
日：
活
活 動 日：

川崎市
川崎市
川崎市
溝の口
溝の口
溝の口

①配茶・話し相手・手芸等の手伝い
①配茶・話し相手・手芸等の手伝い
①配茶・話し相手・手芸等の手伝い
②絵手紙・書道・手芸の指導
②絵手紙・書道・手芸の指導
②絵手紙・書道・手芸の指導
③演奏・大道芸等一芸の披露
③演奏・大道芸等一芸の披露
③演奏・大道芸等一芸の披露
活動
動 日：
日： ①～③
①～③ 月～金
月～金10:00～16:30（応相談）
10:00～16:30（応相談）
活
活 動 日： ①～③ 月～金 10:00～16:30（応相談）

川崎市恵楽園ディサービスセンター
川崎市恵楽園ディサービスセンター
川崎市恵楽園ディサービスセンター
川崎市高津区下作延22丁目
丁目26
26番地
番地11号
号
川崎市高津区下作延
川崎市高津区下作延 2 丁目 26 番地 1 号

044-861-2648（担当：田中）
044-861-2648（担当：田中）
044-861-2648（担当：田中）
相模原市
相模原市
相模原市
淵野辺
淵野辺
淵野辺

①囲碁
①囲碁
①囲碁
②お茶出し
②お茶出し
②お茶出し
活動
動 日：
日： ①毎週
①毎週 月・水
月・水 午前中
午前中
活
活 動 日： ①毎週 月・水 午前中
②月～金（随時）
②月～金（随時）
②月～金（随時）

さがみ愛育会 悠々ディサービスセンター
悠々ディサービスセンター
さがみ愛育会
さがみ愛育会 悠々ディサービスセンター
相模原市中央区淵野辺1-16-5
1-16-5
相模原市中央区淵野辺
相模原市中央区淵野辺 1-16-5

042-768-0534（担当：三浦）
042-768-0534（担当：三浦）
042-768-0534（担当：三浦）
大和市
大和市
大和市
つきみ野
つきみ野
つきみ野

①浴後のドライヤーがけ
①浴後のドライヤーがけ
①浴後のドライヤーがけ
②整髪・話し相手
②整髪・話し相手
②整髪・話し相手
③同好会(囲碁・将棋・麻雀のお相手)
③同好会(囲碁・将棋・麻雀のお相手)
③同好会(囲碁・将棋・麻雀のお相手)
活動
動 日：
日： 特養・ディサービスにて（応相談）
特養・ディサービスにて（応相談）
活
活 動 日： 特養・ディサービスにて（応相談）

二津屋福祉会 ロゼホームつきみ野
ロゼホームつきみ野
二津屋福祉会
二津屋福祉会 ロゼホームつきみ野
大和市下鶴間418-2
418-2
大和市下鶴間
大和市下鶴間 418-2

046-272-8808（担当：大谷）
046-272-8808（担当：大谷）
046-272-8808（担当：大谷）

①話し相手
①話し相手
①話し相手
①いつでも可（応相談）
①いつでも可（応相談）
①いつでも可（応相談）

グループホーム・ディサービスセンター
グループホーム・ディサービスセンター
グループホーム・ディサービスセンター
渋沢
渋沢
渋沢
秦野市渋沢上1-13-28
1-13-28
秦野市渋沢上
秦野市渋沢上 1-13-28

0463-89-5250（担当：岡崎）
0463-89-5250（担当：岡崎）
0463-89-5250（担当：岡崎）

編集後記
編集後記
編集後記

９月に入って日本南方の海では台風が発生し５日には長崎
９月に入って日本南方の海では台風が発生し５日には長崎
９月に入って日本南方の海では台風が発生し５日には長崎
に上陸。台風の影響か雨も多く、気温も高く、週末農家の私に
に上陸。台風の影響か雨も多く、気温も高く、週末農家の私に
に上陸。台風の影響か雨も多く、気温も高く、週末農家の私に
とって冬野菜の準備ができず困ったものです。
専業農家の方々
とって冬野菜の準備ができず困ったものです。
専業農家の方々
とって冬野菜の準備ができず困ったものです。専業農家の方々
にとっては生活を揺るがす気候変動？ではないでしょうか！
にとっては生活を揺るがす気候変動？ではないでしょうか！
にとっては生活を揺るがす気候変動？ではないでしょうか！
日本の食卓への影響が大きくならない様に祈るばかりです。
日本の食卓への影響が大きくならない様に祈るばかりです。
日本の食卓への影響が大きくならない様に祈るばかりです。
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発行日
発行日
発行日
発 行
行
発
発 行

平成28
28年
年10
10月
月11日（第
日（第33号）
号）
平成
平成
28 年 10 月かながわ福祉サービス振興会
1 日（第 3 号）
公益社団法人
公益社団法人
かながわ福祉サービス振興会
公益社団法人
〒231-0023 かながわ福祉サービス振興会
〒231-0023
〒231-0023
横浜市中区山下町23
23番地
番地 日土地山下町ビル
日土地山下町ビル99階
階
横浜市中区山下町
横浜市中区山下町
23 番地
TEL 045-640-6128
045-640-6128
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