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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） 

   ●デイサービススタッフ 

    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 

H P  ：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: 6年目です。   

Q: どの事業に携わっていますか？ 

   A: 居宅介護支援の仕事（ケアマ 

  ネジャー）をしています。 

        Q: W.Co メロディーの良いとこ 

  ろは？ 

A: みんなが熱い気持ちで自分の持っている力を 

 出し合っているところです。 

Q: メロディーで働いて良かったと思うことは。 

A: 自分の足りない事を助けてもらえ、自分の意見 

 が言えることです。  

Q: あなたのストレス解消法は？ 

A: ジャズからヒーリングミュージックまで、色々なジ 

 ャンルの音楽をききながらボーとすることです。        

Q: この地域がどんな地域になると良いと思い 

  ますか？ 

A: 孤独な人がいない地域になると良いと思いま 

 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。  

生ク 介 

活ラ 護 

リブ 保 

ハ戸 険 

ビ手 事 

リ  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、排泄などの介助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。 

 
 

 

 

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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市民が見守る川崎市政 

暑い夏が過ぎ、心地よい秋の到来です。 

読書の秋、食欲の秋・・・と お気に入りの過ごし

方は様々ですが、夏に頑張った自分自身へのご褒美 

として冬が来る前の穏やかな季節を満喫したいもの

です。             （ふうちゃん） 

 

 

私たちワーカーズ・コレクティブ メロディーは、

地域に必要な生活支援のサービスの提供や、「生活

リハビリクラブ戸手」で介護保険事業を行っている

だけではなく、地域の団体と連携して、様々な活動

を行っています。 

そうした活動の一環として、８月２９日（金）生活

クラブ生協高津センターで行われた、＊川崎３ユニ

ット連絡会主催の「行政ヒアリング」に参加しまし

た。「行政ヒアリング」では、川崎市の高齢者と子

どもに関する計画の進捗状況や今後の課題につい

て川崎市職員の方からお聞きしました。まずは、健

康福祉局の方から、「第５期高齢者保健福祉計画・

介護保険事業計画(かわさきいきいき長寿プラン)」

の達成状況や、昨年度実施された高齢者実態調査報

告、来年度からの「第６期」の策定について説明が

ありました。来年度は介護保険制度が改正され、地

域支援事業として新たな市の介護サービスも始ま

ります。質疑応答では、地域支援事業や高齢者実態

調査の方法についての質問や、居場所・たまり場の

開設に向けて空家空き部屋のコーディネートを市

に求める意見が出ました。 

 

続いて、市民・子ども局本部の職員の方からは、

来年度から始まる「子ども・子育て支援新制度」

の概要をお話していただきました。今までの幼稚

園・保育所のほかに「認定こども園」ができるな

ど、給付制度の導入や教育・保育の認定制度の開

始等大きく制度が変更されます。参加者からは、

認定こども園への移行状況や、わくわくプラザの

在り方、産前産後からの一貫した子育てサポート

体制について質問がありました。 

川崎３ユニット連絡会では、毎年川崎市に向け

て、政策提言活動を行っています。今回の行政ヒ

アリングから見えてきた課題も含めて検討し、今

後の政策提言に活かしていきます。 

(W.Co メロディー理事 福岡洋子) 

 

 

編集後記 
＊生活クラブ生協、福祉クラブ生協の組合員と地域で福祉関連の事業を行っている市民事業者で形成している川崎市内の３ユニット 

(川崎南部、高津・宮前、北)の連絡会。詳しくは次ページをご覧ください。 

mailto:wco-melody@guitar.ocn.ne.jp


  

 

    

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お年寄りに喜ばれるレシピ 

《《 鯖の竜田揚げ 》》 

材料（2～3 人分） 

・鯖（三枚におろしたもの）半身 2枚      

・万能ねぎ 少々   ・生姜 1片 

・片栗粉 大さじ５杯 ・サラダ油 40cc 

調味料 

（たれ） 

・だし 100cc  ・砂糖 大さじ 1 杯 

・酒  50cc   ・醤油 50cc   

・味醂 15cc   ・酢  15cc 

（下味） 

・生姜汁少々 酒 30cc  醤油 45cc  

つくり方 

① 鯖は背びれ、腹骨を切り落とし、小骨を

取る。半身を 3～4等分にそぎ切りする。 

② 下味に 10～15分浸した後、水分をよく 

拭き取る。 

③ 片栗粉をまぶす。 

④ よく熱したフライパンに油を入れ、皮目

を下にして焼き目がつくように焼く。 

ひっくり返して反対面も焼く。 

⑤ タレは煮切っておき、（酢は煮切る直前

に加える）鯖を 5分位タレに浸ける。 

⑥ 器に盛り、おろし醤油をかけ、3mm位の

小口切りにした万能ねぎを散らす。 

※衣がやわらかく、大変食べやすい歯ざ

わりになります。 

 

 

 

 

 

 

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。 

 

マイブーム？ 

数独というパズルに恋するが 

如く魂を奪われています。 

額に深い皺が残るのではないかと心配しな

がら夜な夜な悪戦苦闘！！ 

解けた時の満足感は何物にも替え難く脳が

喜んでいる気がします。 

したがって更けゆく秋の夜を悩み朝方には 

兎の目にしてしまう今日この頃です。 

                ラッキー

ー 

                  

 

住み慣れた川崎で豊かに暮らすために 
 

  

NPO法人ワーカーズ・コレクティブ メロディーでは、生活支援サービスや介護保険の事業を行うとともに、川崎を

より住みやすいまちへとするために、地域の団体と連携して、様々な活動を行っています。今回はメロディーが一

員として参加している活動を紹介します。 

 

川崎市内で非営利市民福祉事業に取り組んでいる団体

が集い、安心して住み続けられるまちづくりを目的と

して、情報や課題の共有、相互支援、市民福祉政策の

立案・提言等を行っています。主な活動としては、市

民の声を市政に反映させるために、毎年川崎市への予

算要望を行っています。今年度は、地域の子ども・子

育て支援の充実や高齢者を支える川崎市独自のサービ

スの充実等について要望しました。また、前年度の要

望がどのように生かされたかをみるために、決算の検

証も行います。来年度からの川崎市第 6 期高齢者保健

福祉計画・介護保険事業計画の策定会議に私たちのメ

ンバーも委員として参加しています。 

 

昨年度かわさき生活クラブ生協の組合員や川崎市

内のワーカーズ・コレクティブなど生活クラブ運動

グループの団体が連携して、市民政策提案活動を行

いました。川崎市の人口構成から見た特徴や高齢者

の生活実態調査、実行委員による区ごとの地域調査

などをもとに、必要なものや課題をまとめ、「全世

代が集う居場所・たまり場事業をまちづくり政策と

してとりくむこと」をすすめていく市民政策提案書

を川崎市に提出しました。5 月 19 日には、川崎市総

合企画局の方を招いて、「私たちが臨むまち」をテ

ーマとするワークショップなどを含めたフォーラ

ムを開催しました。現在は、「居場所・たまり場」

の具体化に向けて総合企画局や健康福祉局の方も

交えて、協議テーブルを設定し、話し合いをすすめ

ています。 

 
4/23 川崎市長との懇談 

 

生活クラブ生協を母体として生み出され、様々な事

業や活動を行う団体を生活クラブ運動グループと

呼んでいます。 

川崎南部ユニットは、川崎

市川崎区・幸区・中原区の

生活クラブ運動グループ

の組織（生活クラブ生協、

福祉クラブ生協、ワーカー

ズ・コレクティブ等）で構

成されています。ニーズ発

信者(生協組員)とサービ

ス提合供者(ワーカーズ・

コレクティブ)の目線から

地域福祉の問題解決をす

すめています。↗ 

【川崎南部コミュニティ･オプティマム福祉マネジメントユニット会議(川崎南部ユニット)】 

地域福祉への理解を深めるための見学会・学習を開

催したり、日々の暮らしや事業の中から見えてきた

課題を基に、高津・宮前ユニットや川崎北ユニット

(麻生区・多摩区)と川崎 3 ユニット連絡会を形成し、

川崎市に対し、政策提言を行っています。 

2013 年 1 月 29 日に実施した「政策提言フォーラム」

では、高齢者や子育て、障がい者の施策について川

崎市職員の方と意見交換をおこないました。 

【川崎エリア市民政策提案活動地域実行委員会】 

【市民活動事業センター・かわさき】 

2013年度政策提言フォーラム 

 

4/24 地域活動支援センター 

「夢屋」見学 

 

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

