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♪ あなたのチカラを地域で活かそう ♪ 

 

職種 ●ケアマネジャー（要資格） 

   ●ディサービススタッフ 

    介護スタッフ（未経験可） 

            8：45～18：30 

    看護師（年齢不問） 

            12：30～16：30 

    送迎ドライバー 

            8：45～10：15 

            17：00～18：30 

   ●ホームヘルパー 

      （介護福祉士、ヘルパー２級） 

 

応募 ●週 1 日の勤務から相談に応じます。 

まずはお問い合わせください。 

                   担当：木村・福岡 

TEL   044-533-8308 

Email：wco-melody@guitar.ocn.ne.jp 

http://www.wco-melody.com/ 

  

 

 

 

メロディーのワーカーとして働いている  

メンバーに聞きました。 

 

Q:メロディーに入ってどの位ですか？ 

A: 8月で 3年目に入ります。 

Q:どの事業に携わっていますか？ 

       A: 通所介護週２回、訪問介護週 

         4回各々働いています。 

       Q:W.CO メロディーの良いとこ

ろは？ 

A: とにかくみんな明るいところです。 

Q:メロディーで働いて良かったと思うことは。 

A:ワーカーがお互いの事を思いやり助け合って 

 仕事をしているところです。 

Q:あなたのストレス解消法は？ 

A:クラゲの DVD を集中して見ることです。 

Q:この地域がどんな地域になると良いと思い 

 ますか？ 

A:全ての人が「必要とされている」との、実感の持 

てる「まち」になったら良いと思います。 

メロディー 事業案内  tel＆fax 044-533-8308 

【生活支援サービス事業】 

（W.Co メロディー独自事業） 

手助けを必要とされている方にサービスを提供します。例えば、お年より・障

がいを持つ方・病弱な方のための付き添い、通院介助等。また、保育園の送迎

や産前産後のお手伝いの育児支援など。まずはご相談ください。  

介 

護 

保 

険 

事 

業 

【デイサービス】 介護や支援の必要な高齢者の方に、送迎つきで、昼食・入浴・趣味の活動等を

通じて楽しく過ごしていただきます。（月～土） 

【居宅介護支援事業】 介護保険の申請代行やケアプランの作成、サービスの調整・手配をします。 

【ホームヘルパー派遣】 ホームヘルパーがご自宅を訪問し、食事、排泄などの介護や家事等の日常生活

の援助を行います。 

 

メロディーホームページとブログ 

ホームページ http://wco-melody.com/ 

ブログ http://ameblo.jp/wco-melody/ 

（ご意見 ・ご感想もお待ちしております。 

編集後記 

 
 

 

 

私たちワーカーズ・コレクティブ メロディーは、住みなれたまちで 

安心して暮らし続けるためのサービスを提供しています。 
 

 

発  行 ： 特定非営利活動法人 W.Co メロディー         発行責任  理事長 木村満里子 

住  所 ： 川崎市幸区戸手１－５－１１生活クラブ生協 戸手生活館２Ｆ 

Tel/Fax :   044-533-8308      URL：http://wco-melody.com/ e-mail:wco-melody@guitar.ocn.ne.jp 
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 １・ メロディー総会報告 

 ２・ 「特集」 始めよう！地域で循環、エコな暮らし   

 ３・ お年寄りに喜ばれるレシピ 

 ４・ ワーカーQ＆A 

CONTENTS 

２０１４年 7月 1日発行 第２５号 

第７回メロディー総会報告 

先日、減農薬畑の草取りボランティアに行ってきま

した。住宅街の中にある畑の中にはチョウチョが飛

んでいました。暑くて大変だったけど、土に癒やさ

れました。また来年もいこうかな。（小百合） 

総会後の学習会ではかわさき生活クラブ生協

理事の萩原つなよさんをお迎えして「生活クラ

ブ運動を基盤とした組合員とワーカーズ・コレ

クティブのパートナーシップ」というテーマで

お話していただきました。 

 

 

 

 

 

人前では話したことがないと最初は緊張され

たご様子でしたが、話されていくうちに生活ク

ラブ歴３１年という萩原さんのお人柄が滲み

出て「大変さ」も覚悟をもって接すると楽しさ

や面白さに変わると言う真摯な態度に共感を

覚えました。私たちもこの想いを受け止め地域

を豊かにするためにパートナーシップを強め

て運動や活動をすすめていきたいと思いまし

た。  

                    総会のあと、ご来賓も含めた交流

会を催し、美味しいご馳走で楽し

いひとときを過しまた。 

  

 

 

 

 

 

 

 

5 月 25 日に第 7 回の総会をメンバー38 名中

35 名の出席で開催しました。 

     2013 年度は、メロディーの主要 

     な事業と運動は基より、特徴的な 

     活動として、パートナーシップ促 

     進センターへの加入、政策提案活 

      動が報告されました。パートナー

シップ促進センターとは、生活ク 

ラブ生協の組合員および職員と委託を受け 

て事業を行うW.Coの三者がパートナーシッ 

プを強め地域づくりを推進するための組織 

です。 

介護保険事業を行っている私たち W.Co も、 

生協の配送等を担う他の委託 W.Co と共に 

今後連携をとり活動をすすめていくことを 

確認しました。また、かわさき生活クラブの 

組合員や市内の W.Co と、川崎市に向け｢居 

場所・たまり場｣を拡げるための市民政策提 

案を行いました。          

2014 年度の大きな方針としては、メロディ

ーの第２次５カ年計画策定プロジェクトの

設置が承認されました。私たちの住む幸区

がより暮らしやすいまちになるために、メ

ロディーが貢献できることは何か、計画を

立てていきます。 

  

       

       

       

       

 
木村理事長

挨拶 

萩原つなよさんと学習会風景 

    W.Co メロディー理事 伊藤三千代 

mailto:wco-melody@guitar.ocn.ne.jp
http://www.wco-melody.com/
http://ameblo.jp/wco-melody/image-11864012787-12955525714.html
http://ameblo.jp/wco-melody/image-11864012787-12955517931.html


  

 

    

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜廃食油をお持ち下さい＞ 

場所：生活リハビリクラブ戸手（戸手生活館２F） 

   幸区役所（１階）・日吉出張所（１階） 

日時：毎月第一水曜日 ９〜１２時 

  （７／２、８／６、９／３、１０／１） 

ペットボトル等に入れてお持ち下さい。 

（持ってきた容れ物はお持ち帰りください。） 

賞味期限切れの油も回収します。 

特定保健用食品は未開封の物のみ回収しています。 

食用以外の油は受け付けておりません。 

         

                             

 

 

お年寄りに喜ばれるレシピ 

《《 しょうがの香味ご飯 》》 

 

 

 

材料（2 人分） 

●米     １合 

●しょうが １/２かけ 

●しょうゆ 大さじ１/３ 

●酒    大さじ１ 

●塩    小さじ１/３ 

●だし  

つくり方 

① 米は洗って水気を切る。 

生姜は半量をみじん切りにし、半量を 

千切りにする。 

② 米に調味料とみじん切りにした生姜を 

加え、だし汁を 1合目の規定量に調整し

て加える。 

③ 30 分以上おいてから、炊飯する。 

④ 炊き上がったら生姜の千切りを混ぜる。 

  

胃の働きも活発になり、食欲も増します 

 

 

暑い夏を乗りきろう 

 

ント」が設立されました。 

現在は、ＮＰＯ法人川崎市民石けんプラントと

して、小学校の学校給食や家庭、レストランか

らでる廃食油を集め、石けんやバイオディーゼ

ル燃料にリサイクルされています。 

現在、川崎市内の９５％の小学校で、給食の食

器や調理器具洗いに使われ、資源循環の輪がで

きています。 

W.Co.メロディーでは、廃食油から出来た石け

ん「きなりっこ」をデイサービス等で使うのは

もちろん、販売も行っています。 

また、毎月第１水曜日には廃食油の回収を行っ

ています。未使用 

のまま賞味期限の切れ 

た油でも大丈夫です。 

ぜひお持ち下さい。 

 

石けんを使ってみよう♪ 

廃食油をお持ちいただいた方には、きなりっこ

をプレゼントしています。 

石けんは洗濯、食器洗い、お風呂掃除などなど

色々なところに使えます。肌にも安心。汚れ落

ちもいいですよ。ぜひ使ってみてください。 

★食器洗いに 

小さい器で溶かし、あわ立てて使います。 

★ふきんなどの漂白に（煮洗い）に 

 鍋等に、湯をはり石けん小さじ１と酸素系漂 

白剤小さじ１と漂白したい物を入れ、数分煮 

ます。 

★換気扇などの油汚れに 

①シンクまたは大きなゴミ袋に６０℃の湯 

を入れ、きなりっこ半カップを溶かし、換 

気扇（フードも OK）をつけ込みます。 

②フードは振り洗い、羽根等はボロ布等で汚  

れをこすり取ります。 

③水洗いし、乾かします。 

〜始めよう！地域で循環、エコな暮らし〜 

揚げ物した後の油はゴミじゃなくて資源です！ 
 
 

 

揚げ物した後の油、どうしていますか？ 

天ぷらや揚げ物って美味しいですよね。で

も家で作ると後片付けが大変。何度か使っ

たり、炒め物に使い回したり。それでも余

った油はそのまま流すと環境に悪いので、

固める商品を使ったり、新聞紙等に吸わせ

て捨てたり、色々と面倒ですよね。 

そもそも捨ててしまうのはモッタイナイ！ 

メロディーでは揚げ物した油（廃食油）を

回収してリサイクルするお手伝いをしてい

ます。 

 

川崎のリサイクル石けんの話 

水も空気も汚れ市民の健康被害にも及ぶ事

が危惧された７０年代、多摩川も合成洗剤

の影響で、川面が泡だらけになっていまし

た。生活クラブの組合員中心となって、「環

境を守る石けん運動」が始まりました。 

1)洗剤による汚染を無くす  

 →合成洗剤をやめて石けんを使おう！ 

  合成洗剤は石けんと違い、分解性が悪 

い為に環境を汚します。人体に有害な 

ばかりでなく、自然界の生態系を狂わ 

せます。泡が消えてきれいに見えても、 

有害な化学物質は残留します。 

２)油による汚染  

 →石けんにリサイクルしよう！ 

油は希釈に大量の水を必要とします。  

固めてゴミに出すと燃焼時に高温とな 

り、焼却装置をいためやすくしてしま 

います。 

 

その後、「かわさき・ 

石けん工場をつくる市民 

の会」が発足し、「株式 

会社川崎市民石けんプラ 

生活リハビリクラブ戸手でも合成洗剤ではなく

生成りっこを使っています。 

 

今、石けんが見直されています。 

☆生分解性が合成洗剤より優れ環境負荷が少な

い石けんを使いこなすには・・・石けんの性質

を知って（水で薄まるとすぐに分解が始まり効

力を失う）（油分などが残っている、あるいは汚

れんと２次石けんや酸性石けん、石けんカスを

つくる）解決する→①洗う前に、油分の拭き取

りや酸性になる酢などは流しておく ②泡立て

て洗う（汚れに合った石けん量、泡立ちやすい

スポンジの利用など） ③石けん分を残さない

すすぎ方の工夫 

百聞は一見に如かず！石けん講座をキャッチし

て学んでみましょう！身近で石けんサロンを企

画してもいいですね！自然環境へ配慮するより

エコロジーな暮らし方へ、自分たちのライフス

タイルを変えていこうとする人に受け継がれて

いきます。 

 

 
回収当番ボランティアも 

募集中 

上記の他にも回収ポイントが 

あります。詳しくは 

かえるプロジェクト HP 

http://kaeru.kazekusa.jp/ 

↑このかえるが目印 

＜大切な資源、地域で循環させよう＞ 

 

風薫五月、満開の花。 

私は、この季節が大好きです。       

風を切って自転車を走らせる！ 

今日も仲間の頑張る姿を思い、自分も頑張らな

くちゃと言う気持ちになるのです。 

エイ エイ オー オー オー 

              犬はハッピー 

 

http://azukichi.net/season/etc/undokai005.html

