
 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

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。） 

五十路を過ぎ、介護職員初任者研修の受講を決意。約４か

月に及んだ研修が修了しました。座学に実技…数々の試練

を共に乗り越えて来た 16歳から 72歳までの幅広い年齢層

の講習仲間とは、これからも公私共に良きお付き合いがで

きそうです。この間応援し、支えてくれた家族とメロディ

ーメンバーの皆さんに感謝。       （ふうちゃん） 

 

（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、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。 
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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 
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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：随分経ちます。１０年位です。 

Q：どの事業に携わっていますか？ 

A：通所ドライバーで週１日働いています。 

Q：W.Co メロディーの良いところは？ 

A：ワーカーどうし仲の良いところです。              

Q：あなたのストレス解消法は？ 

A：大勢の友達と、お酒を飲むことです。 

   

Q：メロディーで働いて良かったと思うことは？ 

A：友達が増えました。   

Q：この地域がどんな地域になると良いですか？ 

A：お年寄りが元気になるまち。 

    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：皆好きなことを言っていますが裏はありません。 

        皆さん、メロディーへ来て仲良く働きませんか。 

 

  

  

 

 

 

「社会保障と税の一体改革」の一環として、

この 4 月から子ども子育て支援法や生活困

窮者自立支援法が新たに施行されたり、介

護保険が改正になったりと、私たちの暮ら

しに深く関わる法律が大きく変わります。 

日本は、先進国の中でも類を見ないスピー

ドで少子高齢へと社会が進んでいます。ま

た、雇用の環境が変わり、貧困や格差も問

題となっています。年金・医療・介護にか

かる社会保障費は 1990 年の 11.5 兆円から

2014 年には 30.5 兆円となり国の歳出の半

分以上を占めるまでになりました。こうし

た状況の中、私たちの子どもや孫の世代に

負担を先送りせず、社会の変化に対応する

ために社会保障制度を見直し、新たな法律

を制定したのです。高齢者に傾きがちだっ

た社会保障を子育ても含めた全世代対応と

し、さらに社会保障の強化を目的としてい

ます。 

 

 

 

将来も持続可能な制度としていくためには、

確かに改革は必要なことと思えます。けれど

も、負担に応じた受益といえば聞こえはいい

ですが、国の負担を減らし、本来は国が担う

べきことも国から地方へ、またボランティア

など地域の力を借りる方向へと、かじ取りが

されたように思われます。これからの社会で

は、国をあてにするのではなく、ますます一

人ひとりの結びつきが重要になってくるよ

うです。昔のような共同体ではなく、ふだん

から顔見知りになっておいて、困った時には

さりげなくたすけあえるような、新しいつな

がりをつくれるように、私たちメロディーも

努力していきたいと考えています。 

メロディー理事 福岡洋子 

 

◎ ４月から変わる社会保障制度について◎ 

 

 



 

 

    

 

  

 

  

私たちワーカーズ・コレクティブメロディー 

この 3 月で設立より 14 年目に入りました。 

 2009 年度には変化する社会の課題をとらえ、 

地域のニーズに応える活動を中長期的な視点か 

考えた第１次 5 ヵ年計画を策定いたしました。 

現在はこれまでを振り返り今後の活動方針を定 

る第２次５ヵ年計画を検討しています。 

中心となるのは生活リハビリクラブ戸手のディ 

サービスの新しい拠点づくりと移転後の拠点の 

有効活用です。 

 今回はその参考にするための視察を行いまし 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

 

             第 2次 5 ヵ年プロジェクト見学より 

2 月 4 日（水）7 名で 

①茅ヶ崎にある community house（さいとう

さんち） 

②茅ヶ崎たすけあいひろば（ぽかぽか） 

③藤沢 地域ささえあいセンター（ヨロシク♪ 

まるだい）の視察に行ってきました。 

 

 

 

生活リハビリクラブ戸手 1 階のデイサービ

ビス移転計画に伴い、移転後のフロアーの活用

をどのようにしたい、また新たに 20 人規模の

デイサービスをするにはどのような広さ他

色々なことを参考にするための視察になりま

した。 

（さいとうさんち）は故齋藤量平氏のご厚意

により、自宅を地域に一部開放をして頂き「さ

いとうさんち」運営委員会が管理、運営をして

います。 

 

 

 

 茅ヶ崎駅から徒歩5分の所にあり毎週水曜日

の 10 時から 15 時に参加費 300 円でカレーラ

ンチ付きで開放しています。毎月第 3 金曜日は

大人のカフェ、毎月 1 回子育て企画としてプレ

ママと赤ちゃんの日も開催しています。スタッ

フはボランティアの方々がされているとのこ

とです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 続いて見学した、茅ヶ崎たすけあいひろばぽ

かぽかは、介護保険事業を行う「生活リハビリ

クラブ茅ヶ崎」、茅ヶ崎市認定保育施設「保育

園ぽかぽか」、地域への配食サービスの３つの

機能を持つ複合施設です。 

それぞれの運営をのびのび、たんぽぽひろ

ば、ほっぺの３つのワーカーズコレクティブが

担っています。 

 また、フリースペースみんなの広場では、子

育て支援をはじめとしたさまざまな催しが開

かれています。 

 ワーカーズ・コレクティブのびのびの理事長 

岡田さんからぽかぽかのお話を伺いました。 

。 

 

 

 

 

 

 

  

 

最後に藤沢に移動し、藤沢市からの委託を受

けＮＰＯ法人ぐるーぷ藤が運営している地域さ

さえあいセンター（ヨロシク♪まるだい）を視

察しました。 

地域支え合いセンターとは厚労省がすすめて

いる高齢者の暮らしを医療・介護・住まい・生

活支援とトータルに地域で支える仕組み「地域

包括ケアシステム」の拠点となる場所です。藤

沢市では全国に先駆け地域ささえあいセンター

として開設しました。                

60 年も続いた酒屋さんの店舗を改装し室内も

明るく通りすがりの人が入りやすい建物になっ

ています。まるだいは生活支援コーディネータ

ーの配置、高齢者の相談支援、介護予防や孤立

予防、生きがい作り、他世帯交流の機能を備え

た地域福祉サービスの拠点施設です。フロアー

の半分が喫茶スペースで 11 時から 16 時に 300

円で一汁副菜 3 品おにぎり 2 個を昼食として提

供しています。戸手の 1 階もデイサービスが移

転後まるだいの様な地域のささえあいセンター

ができればよいなあと視察を終わりました。 

 

副理事長 宇都宮加代子 

 

fuku 

fuku 

副理事長 宇都宮加代子 

 

 

 

 

 

 

 

  

さいとうさんち玄関と室内 

 

茅ヶ崎たすけあい広場ぽかぽか 

 

  

私たちワーカーズ・コレクティブメロディーは 

この 3 月で設立より 14 年目に入りました。 

2009 年度には変化する社会の課題をとらえ、地

域のニーズに応える活動を中長期的な視点から

考えた第１次５ヵ年計画を策定いたしました。 

現在はこれまでを振り返り今後の活動方針を定

める第２次５ヵ年計画を検討しています。 

中心となるのは生活リハビリクラブ戸手のデイ

サービスの新しい拠点づくりと移転後の拠点の

有効活用です。 

今回はその参考にするための視察を行いました。 

 

ヨロシクまるだい正面玄関にて 

  

喫茶スペース      見学当日の昼食 

お年寄りに喜ばれるレシピ 

≪ 信田巻 ≫  

材料 （２人分） 

鶏ひき肉 75g 油揚げ 2 枚     

①人参 1/4 本  インゲン 4 本  

ごぼう（インゲンと同量）  

  ②生姜汁少々 酒スプーン大１ 

  塩スプーン小 1/2 

調味料（煮汁用）水 150cc 

  砂糖スプーン大 1 酒大 1 

   みりん大 1/2     醤油 30cc 

調理 

・油揚げは油抜きをする。 

①は茹でる。 

②は鶏ひき肉と合せ揉み込む 

・油揚げの長い１辺を残し３辺を切り

落として開く。 

・油揚げの開いた面に②のひき肉を塗

る感じで乗せる。 

（巻終わりの最後１cm 位は水溶き小

麦粉を塗ると糊の役目をする） 

野菜を油揚げの長辺のながさに切り

乗せ、のり巻のように巻く。   

・巻き終わりはつま楊枝 2 本で合わせ

目が剥がれないようにとめる。  

・煮汁用合わせ調味料で強火で煮る。 

 沸騰してきたら弱火で煮込む。 

・食べやすい大きさに切って盛り 

 煮汁をかける。 

我が家のもう一人の住人（一匹）・・・・その住人はベランダに居る頭の両側が赤いカメ（ミシシッピー赤耳カメ）で

す。名前はありません。我が家へ来た時は綺麗な緑色でした。だんだん頭の赤がはっきり出て物に噛みつきます。植木

鉢に乗り花を踏み荒らし傍若無人に動きまわっています。そんな住人は孫達には格好の動くオモチャです。「噛みつか

れるよ」の声などは聞いていません。甲羅干しをしていると「カメ」と呼んでは触り、首や足を伸ばすのを不思議そう

に見ていたり、餌をやり、姿が見えないと心配して探しながらも自分の方に近づいてくると逃げます。冬眠中は目もく

れませんがカメが目覚めると、ベランダがカメと孫たちの遊び場になります。            （くわっち） 


