
 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

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。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相撲のすもうの 

 

 

  

  

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。障害福祉サービス事業にも対応しています。 

 

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。 

相撲の世界では、本場所が終わると 2 週間稽古が休みにな

るそうです。川崎区にある春日山部屋の二人の力士がその

間、幸スポーツセンターへ筋力アップのトレーニングに来

ます。入門 2 年目と 3 年目の礼儀正しい若い力士です。1

月 11 日から国技館で初場所が始まります。二人には頑張っ

てもらいたい・・そう思います。        （light） 

                         

 

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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♪ 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             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、初任者研修修了者） 

  

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。  

TEL  044-533-8308 

担当  木村・福岡 

  

 

 

 
 

 メ ロ デ ィ ー ワ ー カ ー

Q：メロディーに入ってどの位ですか？ 

A：13年目です。 

Q：どの事業に携わっていますか？ 

A：通所介護、訪問介護合わせて週６回働いています 

Q：W.Co メロディーの良いところは？ 

A：職場が明るく、みんな優しいです。              

Q：もっと変えてみたいところは？ 

A：若いワーカーに入ってもらいたいです。 

   

Q：メロディーで働いて良かったと思うことは？ 

A：働く仲間のお友達ができたこと。 

Q：この地域がどんな地域になると良いですか？ 

A：優しいまち、大人も子供も住みやすいまち。 

    Q：これからメロディーで働く方への 

      メッセージをお願いします。 

       A：仲間はみんな優しい人なので一緒に働きま 

       せんか. 

 

  

  

 

 

 

安倍政権は昨年末に突然衆議院を解散し、総選

挙が行われました。しかし、投票率は過去最低の

53％弱。権利を行使し意思表示する最大の機会に

参加しないことが、今の社会の有り様に反映して

いるのではないでしょうか。 

人口減少超少子高齢社会の日本は、団塊の世代

が75 歳を迎える2025 年以降、医療・介護ニー

ズが大きく増加し、介護保険財政が20 兆円を超

えるとの予測もあります。これらの財源を人口減

少社会でだれがどのように負担していくのか？

財源不足を背景に、介護保険制度はますます限界

性が加速していく反面、介護施設や病院の利用は

制限され、多くの高齢者が地域に戻り、在宅で暮

らすことになります。 

地域には、高齢者だけでなく、共働き世帯、単

身世帯、外国籍世帯等、地域とのつながりがつく

りにくい世帯も増え、若者の教育や労働格差や貧

困も顕在化しています。 

家族のあり方や人々の価値観は多様化し、経

済・効率優先社会は地域に新しい社会的弱者を生

み出すなど、戦後の経済中心政策で走ってきた現

在、大きな課題が山積みしています。 

 

私たちメロディーは、13年の間、意志ある市民

がW.Coを形成し、福祉事業を中心にほっとサロ

ンや親子ひろばなど、地域のニーズを一つひとつ

解決するための活動に取り組んでいます。 

複雑化した社会の課題を見据え、地域のニーズ

に即した活動を中長期的な視点で考え実行して

いく必要性を感じて、2009年度に第1次5ヵ年計

画を策定しました。 

今年度は、これまでの活動を振り返り、次の5

ヵ年計画を策定するための検討を行っています。 

その中で、生活リハビリクラブ戸手のデイサー

ビスの老朽化に伴う移転が決まり、物件探しに入

りました。 

来年度からの 5 ヵ年計画は、この新たなデイサ

ービスの拠点を生み出していくことと、現在の戸

手の拠点としての有効活用を柱とした活動を活

発にすすめていくことが中心になります。 

課題に気づき行動する、おおぜいの心ある市民

を増やし、さらなる参加型福祉の拡充をすすめて

いきたいと思っています。 

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。 

(W.Co メロディー理事長 木村満里子) 

 

 



 

 

    

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ある朝起きたとたん膝に 

痛みが！！ 

その日から私の生活が一変。 

思いもしなかった膝の痛みはいつまでも居座

りつづけ、おまけに腰までが膝をかばって辛

くなり整体通いの毎日で何とかやり過ごす。          

 も少し運動していたら、も少し痩せてれば

と後悔ばかりが頭をよぎる。自分の年を思い

知る年末でした。さて来年はどんな年になる

やら。年には勝てないミッチィーでした。 

ミッチィー 

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。 

 

     これからの社会状況・・少子高齢・子供の貧困など・・地域に求められること 

                     

お年寄りに喜ばれるレシピ 

《《 茶碗蒸し 》》 

材料 （3 人分） 

・卵液 卵 1 個 

・    だし（一番だし）180cc 

調味料 

・塩  （小さじ 1/3）  

・みりん（大さじ 1）  

具 

・むきえび 3 尾（背ワタを取り、酒で 

 臭みをとる） 

・かまぼこ 3 枚 

・ぎんなん 3 個 

・みつば 3 本 

調理 

・だしに調味料をまぜ、冷ます   

・卵を割り、溶きほぐす 

・卵とだしをまぜ、卵液をつくりこす 

・具と卵液を容器にいれる 

・蒸す 火力→中火～強火 1 分間 

 極弱火 12 分間 

（串を刺し透明な汁が出てくれば良） 

※蒸し器を使わない時は、鍋に蒸し茶碗

の半分位水を張り沸騰させる。沸騰後 

具と卵液の入った茶碗を入れ蓋をして 

中火で 6～8 分沸かせば出来上がり。 

９月 21 日、W.Co メロディー第 2 次 5 か年

計画策定プロジェクト企画として、NPO 法人

よこはま地域福祉研究センター長の佐塚玲子

さんを迎え学習会＆ワークショップを開催し

ました。 

佐塚さんからは、さまざまな統計から現代社

会のひずみや将来起きる課題を明らかにし、新

たにどのような社会保障が必要かについてお

話されました。 

２０２５年、団塊の世代が後期高齢者とな

り、４人に一人が７５歳以上という超高齢社会

が到来します。認知症高齢者や高齢者だけの世

帯、高齢者単身世帯が増え続けるなど、在宅生

活が困難になる多くの課題を抱えています。

( 図―１参照) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 図―１） 

また、「家族以外の人」と交流のない人の割合

（国際比較）で日本が 1 位でした。人間関係

が難しくなってきたと感じている人が多く、繋

がりが弱くなってきている現状から生涯単身

世帯が増加する傾向にあり、少子化が進んでい

きます。 

 

 

 

 

 

このような背景の中で私たちの生活を守る社

会保障（医療・年金・介護）の給付費の総額は

20 年で倍以上に増加、2000 年にスタートした介

護保険もすでに倍以上です。社会保障は、保険料

と税収では追いつかず、国債でまかなっていま

す。このままでは子どもや孫たちの世代に借金を

背負わせてしまうことになります。（ 図―２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 図―２） 

 しかし、新たに社会保障を必要とする対象者が

広がっています。厚労省による国民生活基礎調査

で、貧困に直面している子供は 6 人に一人とされ

ています。一人親世帯での貧困率は日本が 1 位で

す。子ども期の貧困は学力の低下・希望、意欲の

減退・虐待等複合性があり、成人後の社会との隔

絶につながります。子どもの貧困に対する対策は

急務。 

また、ホームレスの根本的解決に至らない現

状、社会的経済状況の深刻化からの労働問題、企

業就労に至らない障がい者の雇用などの問題が

あげられました。                

 

 

 

 

 社会保障の財政バランスも踏まえ、医療・介

護・福祉・子育て、地域全体でお互いに支え合う

持続可能な制度転換が必要と話されました。 

 

「W.Co メロディーが出来ることは何か？」  

 

 佐塚さんからのお話を

受け、私たち「W.Coメロ

ディーが地域で出来るこ

とは何か？」をテーマに

ワークショップを 3 つの

グループに分かれ開催し

ました。 

厳しい社会状況を佐塚さんから提示されました

が、活発に意見が出され、各グループ同じような

ことが提案されました。食事ができて飲みたい時

に飲みたいものが飲めるカフェ等高齢者の居場

所・たまり場づくり。また、子育ての相談機能を

持つ親子の遊び場、何でもありの遊び場、子ども

たちの学習支援が出来る子どもの居場所づくり

等がだされました。ワーカーのパワフルな力を合

わせればきっと何か出来ると実感しました。 

 最後に佐塚さんからは、「対話力（話すこと・

聞くこと）、共感・連帯感などを育てることで、

無関心を関心に変えられます。」と言われました。 

 

制度に振り惑わされずに、大人も子どもも、女

性も男性も、障がいがあってもなくても健康で豊

かに暮らし続けるためのセーフィティネットが

はりめぐらされたコミュニティづくりが必要で

す。 

（前田絹子）  

            ☆ ☆ ☆  「社会保障の制度転換と今後の地域福祉」☆ ☆ ☆ 

☆  

☆ 今後の地域福祉」＆W.C メロディーができることは ☆ ☆ ☆ 

 

 

 

講師の佐塚玲子さん 

 


