
 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

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。 

最近、小 4 の長男のリクエストで、将棋セットを購入しま

した。駒に動かし方が書いてあるので、はさみ将棋しかや

った事のない私でも楽しめます。 子供の上達は早く、最

初から息子にはかないません。家族で遊べるようになった

事に息子の成長を感じる今日この頃です。   （小百合） 

                                    

 

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 

 

 

 201４年４月１日発行 第 2４号 

 １・ メロディー第８回通常総会報告 

 ２・ 第 2 次 5 ヵ年計画策定 PJ 最終答申より  

 ３・ お年寄りに喜ばれるレシピ 

 ４・ ワーカーQ＆A 

２０１５年７月 1 日発行 第２９号 

◎メロディー第 8回通常総会報告◎ 

 

編集後記 

  

♪ あなたのチカラを地域で活かそう ♪ 

 職種 ●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） 

●  ケアマネジャー （要資格） 

 

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 ：2年目に入りました。 

Q：どの事業に携わっていますか？ 

A ：厨房、通所介護、厨房とフロアーのサポートを週各１日

働いています。 

Q：W.Co メロディーの良いところは？ 

A ：話題が豊富で明るく元気なところです。              

Q：あなたのストレス解消法は？ 

A ：緑の多いところへ出かけ、美味しい物を食べることです 

   

Q：将来、どのように過ごしていきたいですか？ 

A ：小さな事でも、地域に役立てる事をして行きたいです。   

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 ：何時も明るい声が聞こえる職場です。 

       一緒に働きませんか。 

 

  

  

 

 

 

 5 月 24 日(日)、メンバー

全員が参加し、メロディー

の第 8 回通常総会が開催さ

れました。 

2014 年度は、事業ごとに 

よるばらつきもありました

が、全事業トータルでは目標の事業高を達成

することができました。なかでも特徴的な出

来事は、施設の老朽化等の理由により、介護

保険事業所である生活リハビリクラブ戸手の

移転(※)が決定されたことです。理事長の初

めの挨拶にも移転へ具体的に動き出す節目の

年を迎えることから、一人ひとりがどのよう

に関わっていくのかを考え、活発な議論の総

会にとの言葉がありました。来賓の方からも、

場所が変わってもメロディーがおせっかいお

ばさんとしてこれからも地域に貢献していっ

てほしいとの励ましをいただきました。 

2014 年度報告の後、ほぼ 1 年を掛けて検討し

てきた今後のメロディーの活動方針を示した 

                   

         

         

         

 

 

 

 

 

第 2次 5ヵ年計画策定プロジェクト最終答

申〈詳細は本紙中面で〉が承認されました。

2015 年度は様々なニーズに対応した事業

と運動をすすめ、安心して暮らせる地域を

つくっていきます。移転により新たな事業

所と戸手のふたつの拠点を中心に、生活ク

ラブをはじめ、他のワーカーズ・コレクテ

ィブや地域の人々と連携を強めて、地域の

たすけあいを拡げていきま 

す。また総会後の学習会

ではかわさき生活クラ

ブ生協理事の高木孝代

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

テーマで話していただきました。 

学習会後、来賓を交え懇親会が開催され、

おいしい料理で楽しい時間を過しました。                                      

桑畑典子 

  

  木村理事長挨拶 

 講師の高木さん 

 

CONTENTS 

(※)事業所移転を川崎市へ申請準備中です。 
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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。 

 

メロディー第２次５ヵ年計画 最終答申より 
お年寄りに喜ばれるレシピ 

≪冬瓜のひき肉あんかけ≫ 

今回は夏の代表的野菜を使いました。 

 

 

 

 

 

 

材料 （4 人分） 

鶏ひき肉 50g 

冬瓜 1/4 個     

    生姜汁少々         

    水溶き片栗粉 大 1  

 

調味料（煮汁用） 

だし汁 150cc 

 砂糖 小さじ 1 酒大さじ 1 

 みりん小さじ 2  薄口醤油 大さじ 2 

 

調理 

・冬瓜の皮をむく。（この時、皮の下 

 の緑色の部分は残しておくと出来上

がった感じが涼しげになる。）  

・冬瓜を 6 面体に切り、茹でてアクを 

  抜く。串が通るようになったら冷水

にあける。 

・調味料を合わせておき、その中で 

 ひき肉をほぐす。 

・ほぐれたら沸騰させアクをすくう。 

・冬瓜を入れる。 

・生姜汁を加える。 

・冬瓜に味がしみたら煮汁を残して器

に盛り付ける。  

・残った煮汁に水溶き片栗粉を加え、 

トロミが付いたら冬瓜にかける。 

 

とても簡単です。 

今年の夏は、是非 1 度作ってみては ! 

   

  

 

200２年 3月、生活リハビリクラブ戸手の運営の

引継ぎを主な目的として活動を開始したメロディ

ーは 2008年に特定非営利活動法人格を取得し、

中長期的な視点で地域のニーズに応えていくた

め、翌年の 2009年に第 1次５ヵ年計画を策定し

ました。 

独自事業所の開設、新規事業への取り組み等に向

けて、今私たちの地域に何が必要か…など様々な

話し合いを進めるなか、24時間３６５日高齢者の

暮らしをサポートする住まい型施設を作ろうとい

う考えにたどり着きました。施設見学をしてイメ

ージを脹らませたり、物件探しをして具体化を目

指しましたが、思うような物件を見つけることは

できませんでした。 

そして５年目にあたる２０１４年７月、これまで

の成果と課題を振り返るとともに新たな第２次５

ヵ年計画を策定するためのプロジェクトを設置

し、更なる検討をすすめ、次のような最終答申が

第８回通常総会にて承認されました。 

 

 

 

 

生活リハビリクラブ戸手は今年 25 周年を迎えます

が、次第に施設の老朽化が進み、この間リニューアル

に向けた大規模な改修計画もあがりましたが、改修の

ためにデイサービスを休所することは利用者の皆さ

んのためにも避けたいとの思いから、昨年１１月、デ

イサービスを移転し現状よりも規模を大きくするこ

とが決まりました。 

これにより、第２次 5 ヵ年計画の課題は新たなデイ

サービス運営と移転後の戸手の跡地の有効活用が中

心となり、「社会保障の制度転換と今後の地域福祉」

と題した学習会を開催したり、30人規模のデイサー

ビスと保育施設、配食等を運営している「茅ヶ崎たす

けあいひろば ぽかぽか複合施設」や参加費３００円

で気軽に立ち寄ることのできる茅ヶ崎駅近くの「地域

の茶の間 さいとうさんち」、藤沢市にある「地域さ

さえあいセンター ヨロシク♪まるだい」を視察訪問

するなど見聞を広め、これからの 5 ヵ年で実現して

いきたいことを策定しました。 

 

  

 

 

         

＜今後の 5ヵ年で実現していきたいこと＞ 

１． デイサービスの定員を 15人規模から 20人規模

に拡大し、『生活リハビリクラブ戸手の通所介護

事業のスムースな移転』を目指します。 

4 月現在で候補に上がっている物件は 81 坪あ

り、通所・訪問・居宅の 3事業合わせての移転に

向けて準備中。 

２． デイサービス移転後の『戸手１階スペースの活用

方法』を検討します。 

介護保険の給付対象から外れる要支援者のため

の地域支援事業の受託、共稼ぎ家庭等の小学生を

対象とした放課後の居場所作り、地域サークルの

活動などに使えるフリースペースなど。 

３． 第１次５ヵ年では実現できなかった『高齢者の住

まい』についても、適切な物件探しを継続してい

きます。 

４． 人と人のつながりを強め、安心して暮らせる地域

社会を築くきっかけにもなる『居場所・たまり場

の創出』を目指します。 

５． 高齢者の介護や障がい児・者のケアをしている

『介護者（ケアラー）の相談機能』として、介護

者をサポートする仕組みを整えていきます。 

６． 以前にもチャレンジしようとしていた『小規模多

機能型施設』の運営についても、今後の介護保険

の動向を見ながら、再度学習を重ね、もう一つの

拠点としての可能性を探っていきます。 

 

デイサービス移転後の跡地利用については、私たちメロ

ディーの思いだけではなく、生活クラブ生協、生協組合

員との協議ですすめていくことが前提となりますが、私

たちの生活の拠点である幸区の現状を踏まえ、高齢者か

ら子どもまで、あらゆる世代が気軽に集える居場所作り

等、地域の人のつながりを創り、安心して住み暮らせる

地域社会を構築していくための橋渡しをしていきたいと

考えています。 

（第 2次 5ヵ年プロジェクトメンバー 大坪真里） 

 

 

 

 

 

  

あっという間に還暦を迎え、瞬く間に更に数年経ってしまい、年相応の衰えを実感する今日この頃で

ある。 

 気が付けば周りの団塊世代は、スポーツクラブ、水泳、体操教室等々健康保持に余念がない。 

確かに心の健康を保持することは、我々団塊世代の義務でもある。 

 時間の余裕がなく、スポーツクラブへの寄付を重ねた過去がある私がここ数年続けているのは、月や

星を見ながらの友との夜の散歩である。はやあしであるきながら会話し、心肺機能を高める。階段を昇

降し下肢力を付ける。信号で走っても動悸しない体になったきがする。 

1時間歩いたら、100円コーヒー片手に、あれこれ語り合う 1時間で心をリフレッシュ。 

これが私のささやかな健康法である。                        （Ｔ・I） 

 

 


