南山中学校区

地域ぐるみ

ふれあい会議

第８回報告

～ふだんの高齢者の見守り・支え合い～
平成２７年２月 13 日（金）、今年度最終となる、第８回南山中学校区ふれあい会議を開催しまし
た。自治会役員・民生委員・介護保険サービス事業者・サロン主催者・ボランティア団体、などな
ど、計１８名の方が参加してくださいました。これまで、３つのグループに分かれ、各テーマにつ
いて、「何らかの取り組みアイデアが実現する」、または「取り組みのアイデアが完成する」ことを
目標に、話し合いを重ねてきました。2 月の話し合い内容や、取り組み結果について、報告します。

Ａグループ
認知症の症状がある人が地域でくらしていくために周りの人が支援できること
２月の会議で出た内容は以下のとおりです。

３月に行う「ひだまり」カフェについての具体的な流れ等を再確認しました。
チラシ内容の確認、アンケートの内容の確認、当日必要な物品の確認、カフェの周知方
法について再確認しました。チラシについては裏面に詳細のイベントを掲載し、魅力ある
ものに作り上げていただけました。周知については、グループホームの入所者の方が散歩
がてら冨士地区のポスティングに出向きます。地域包括としては、冨士地区を中心に、地
域住民が集まる会議やサロンに出向き周知することになりました。家族会や、キャラバン
メイト会議等でボランティアスタッフをつのる予定です。
当日は、認知症の方、認知症の家族の方、地域の方々がリラックスできて、また、認知
症を少しでも知ってもらえるきっかけができるとよいと思っています。
チラシ完成！！
これをもって周知
啓発にいきます。
詳細は別紙チラシ
をごらんくださ
い。
当日皆さんのご参
加お待ちしており
ます。

担当/今井
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B グループ
事業者（民間・介護保険）と連携した高齢者生活支援のアイデア
B チームは今回、５人で検討。前回出た取り組みアイデアの中を発展させました。
認知症や要介護になっても、社会と関わり貢献できる場を！
公民館まつりで夏祭り等の飾り付け
づくり、年間の市の行事で簡単な手
作業などを依頼する（元アイデア）

将棋教室への参加

グループホーム利用者さんによる

取り組み
実 現

12 月に
報告済

保育ボランティアお手伝い
認知症や要介護になっても、施設やグループホームに
入っても、社会参加・地域貢献できる場を増やそう！と
いう提案が当初にあって、様々な取り組みを検討してき
ました。この一環として、今回、グループホーム利用者
さんが、駅前センター講座に伴って実施した保育ボラン
ティアのお手伝いとして、参加してくださいました。
当日の保育は、赤ちゃん 1 名。利用者さんは、とって

アイデア
実 現

団塊の世代の方（特に男性）が活躍できる場を！
前回まで、就労やボランティアのマッチングイ
ベントを開催する、という話が中心でしたが、
今回は、団塊世代の方に活躍してもらう場とし
て、学習支援が良いのでは、というアイデアが
出ました。
子どもたちの学
力差が気にな
る。経済的な事
情も影響する。
リタイアした方
が、地域の子ど
もたちに学習支
援する場がある
と良いのに。

勉強を教える、というだ
けじゃ来ないような気
がする。長期休みのとき
に、
「宿題のお手伝い」
という言い方をすると
来てくれそう。

来年度実施する、就労や

も良い笑顔で、赤ちゃんのことを抱っこしてくださいま

ボランティアのマッチングイベントについ

した。

ては、単に、既存のボランティア活動を紹介

グループホームのスタッフもサポートに入りました

するだけではなく、団塊の世代や、地域のニ

が、
「ふだん、ホームにいるときには見られない笑顔！」

ーズにあったボランティア活動の場を創出

とのこと。ふれあい会議に写真を持ってきてくださった

し た うえ で、 行う と、 よ り効 果的 なので
は・・・、と話し合いました。

のですが、確かに、素晴らしい笑顔で抱っこされていま
した。利用者さん、
「赤ちゃんは神様なんじゃないか」と

介護保険・民間事業者の専門的知識を
市民に伝える仕組みを！

言って涙ぐむ様子もあったそうです。地域の大人が、地
域の赤ちゃんと触れ合う機会が少ない昨今。こんな機会

ふれあい会議に参加してくださっている鍼

がもっと増えるといいねと話し合いました。

灸院さんから、
「地域貢献として、無料講座を
デイケアやグループホーム利用者さんの作品を
センターフェスティバルに装飾に
3 月 14 日に行われるセンターフェスティ

行っても良いのでは、と院内で話し合ってい
取り組み
実 現

る」というお話があり、これをきっかけにし
て、しろい高齢者みまもりネットに加入して

バルに、今回ふれあい会議に参加している愛の家グループホ

いただいている事業者さんに呼びかけて、業

ームや、聖仁会デイケアの利用者さんが製作した作品を、装飾

務上有している知識を地域に提供していただ

等として展示することになりました。利用者さんのやりがい

いてはどうかな？というアイデアに発展しま

にもなるし、センターフェスティバルに楽しく参加するき

した。

っかけにもなる！作品は次ページ写真のとおりです。フェ
スティバルチラシの参加団体一覧にも、
「装飾協力」として
事業者名をいれていただきました。この取り組み、他の学
区に広げていきたいです。

「地域の先生」講座一覧の作成・配布
取り組み
しろい高齢者みまもりネットの
実 現
協力事業者・団体・機関に、
「地域

表紙予定

「お助け掲示版」みたいなものを作り、困って
いる人と助けたい人のマッチングをする

のサロン等で、無料で講座をやっ

色々な変遷があり、困っている高齢者の方がＳ

ました。結果として、３月 20 日

ＯＳを出せるように、分かりやすい広報を作成

現在、協力事業者が１１講座、協

してはどうか、という流れに。地域包括支援セ

力団体が１４講座、協力機関が２

ンターが案を作成し、ふれあい会議で何度か内

３講座！たくさんの協力がいただ

容を検討。3 月に、自治会を通して各戸配布す
ることになりました。

けることになりました。冊子にし

てくれませんか～！」とお願いし

て、サロンに配布する予定です。

担当/鈴木
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装飾協力として白井聖仁会病院デイケア
と愛の家グループホームの記載が。

白井駅前センターフェスティバル
南山中ふれあい会議 コラボ♪

愛の家グループホームの利
用者さんが製作した作品が
いたるところに飾られてい
て、とても素敵でした。

聖仁会デイケアの利用者さんが製
作した七福神（大作！）レクホー
ルのステージ横に飾られました。

ふれあい会議に参加させていただいて
約２０年間、理学療法士として（うち
４年間は理学療法士養成校教員）、病院
でのリハビリテーションに係らせてい
ただいてきました。その間、病院などの
施設内で患者様、利用者様、そのご家族
様、医療スタッフとの係りばかりでし
た。
地域リハビリテーションに興味はあ
りましたが施設外に出る機会が無い中
で昨年９月ころより“ふれあい会議”に
参加させていただきました。多くの方々
と話していくなかで様々なことを学ば
せ
ていただきました。この会議に参加させていただいて、まさに“井の中の蛙大海を知らず”の状態であったという
ことを痛感いたしました。
この会議の中で高齢者の社会参加がテーマとなり当院デイケア利用者様の社会参加の一環として白井市駅前セ
ンターフェスティバルに七福神の飾りを出展させていただきました。年明け早々より作業を開始してまる３ヶ月の
期間で完成させました。
開催当日にはデイケア利用者様も駅前センターフェスティバルに参加させていただきコーラス、フラダンスの鑑
賞ができ大変喜んでおられました。さらに作品がきれいに展示されており感激されていました。
今後もこのような活動が継続できればよいな、と思っております。今後ともよろしくお願いいたします。
白井聖仁会病院 リハビリテーション科 理学療法士 根上雅臣

グループ C
高齢者・独居者支援（ゴミ出しや買い物・見守りなどの支援）
買い物支援についてのアンケート最終案を確認し、近所づきあいがあるかなどを尋ねる項目を
追加しました。
アンケートは、地域包括支援センターの実態調査員４名と聖仁会在宅介護支援センターの虎井
さんの 5 名が対面形式で行います。実施時期は 3 月中旬を予定しています。

今後は、
●実施したアンケート結果をまとめ、関係者へ報告します。
●白井市ボランティアセンターが軸となって、
『有償ボランティア制度』として制度化を目指
し、買い物支援サービスの実現に向けて検討していきます。
担当/加藤

平成２６年度の南山中学校ふれあい会議は、２月で終了となります。ふれあい会議の位置づけや今
後の予定について、４ページのとおり、地域包括支援センターから説明を行いました。
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【ふれあい会議の位置づけ ・ 今後の案】
今後 10 年間で、白井市は 75 歳以上高齢者が急増（現在の 2 倍以上になる推計）
・要介護・認
知症高齢者も増
その時代を乗り切って、高齢者が安心して生活していくためには、行政・住民・民間事業者・介
護保険や医療などの関係事業者・各種団体等、地域に暮らし、働く方々が力を合わせることが大
切（地域包括ケアシステムの構築）
たとえば・・・

しろい高齢者みまもりネット

認知症カフェ、認知症連絡会等

地域の様々な人、事業者の目によって、地

認知症になっても住みなれた地域で安心して

域高齢者を見守り、孤立化・孤独死を防ぐ

生活できるよう、理解と支援の輪を広げる

見守りを考える講話＆グループワーク

南山中学校区ふれあい会議

多職種協働研修会・事例検討

行政・住民・民間事業者・介護保険・
各種団体等がひとつの場に集まり、地
域高齢者の困りごとやニーズを解決す

医療と介護の連携を深めて、ひとりひとりの高齢
者に対する支援がスムーズに出来るようにする。

るための取り組みを検討。

・地域全体で高齢者の暮らしを支える「地域包括ケアシステム」構築のために大切な会議
（一部地域だけではなく、白井市全体に広げていきたい）
・平成 24 年度～平成 2５年度･･･南山中学校区・清水口小学校区で実施
・平成 26 年度･･･清水口小学校区は梨の実ひろばオープンのため、毎月の会議は未実施・南山
中学校区はふれあい会議を実施（Ｈ26.6～Ｈ27.2）
⇒ 今後の見通し（変更になる場合もあります）
＊清水口小学校区エリアは、七次台小・大山口小・第三小に範囲を広げて、2 月から話
し合いを再開
＊来年度、南山中学校区のほか、第一小・第二小・桜台小学区も含めて、ふれあい会議
を継続したい（学区毎のグループ化の予定）
・テーマ･･･各地域で高齢者が暮らす上で課題になっていることを出発点に、地域に必要な取り
組みを検討（力を合わせて、私たちの地域をよりよいものにしていく場としたい）
南山中ふれあい会議にご参加くださったみなさん、レポートを読んでくださったみなさん、一年間ありがとう
ございました！今年度は、千葉日報に掲載されたり、卒論を学ぶ学生さんが見学に来たり、色々なことがあり
ました。会議に意欲的に参加・検討してくださって、たくさんの良い取り組みが生まれました。参加者のみな
さんの、
「地域をよくしていこう」という熱意を感じました。来年度の実施方針が決まったら、またお知らせさ
せていただきます。来年度も、どうぞよろしくお願い申し上げます。

担当/ 鈴木・今井・加藤

「高齢者の見守り」ネットワーク担当
白井市 健康福祉部

高齢者福祉課

地域包括支援センター

電話 047-497-3474 FAX047-498-4832
地域福祉計画（地域ぐるみネットワーク）担当

白井市

鈴木・今井・加藤

メールアドレス chiiki-hokatsu@city.shiroi.chiba.jp
健康福祉部
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社会福祉課

厚生班

電話 047- 497-3482

