
 

                        

  

 

 

                              

                              

 

 

 

 

ともに生きる地域社会を 

特定非営利活動法人 ゆいの会 

ゆい通信 
平成２９年４月 ＮＯ．７０ 

 
 

 

 

４月から医療費関連負担割合が増え、要支援１，２は介護保険枠外になります。一方、高額所得

者の年金支給額は切り下げられます。いよいよ高齢者が生活しにくい国に向かう行進の開始です。 

高齢者の尊厳ある生活を財政論からだけで諮り、制度を変えたり、自助責任を押付けることは極

めて危険です。高齢者のみならず次に続く世代に、将来に全く希望が持てないと意識させてしまう

からです。全ての世代の一人ひとりの、この国への誇り、愛、生きる意欲が保たれなければ国は衰

退してしまいます。 

今後、単に高齢者が増えるだけではなく、独居高齢者、高齢認知症患者が増える一方、元気な高

齢者も大きく増加します。更にその増加進度、地域分布が異なるので「自助」「互助」の仕組みを変

える必要があります。 

また、本人の残存能力、やる意識・意欲を抑え込むサービスの仕方・仕組を変える必要がありま

すが、介護保険制度の大きな枠組みの中で地域の力を活用する事でしか成しえないのです。 

「地域包括ケアシステム」⇒可能な限り住み慣れた地域で、人生の最期まで自分らしい暮らしを続

けることが出来るよう「医療・介護予防・住まい・生活支援」を包括的に提供する体制を言います。 

「自助」⇒健康づくり、介護予防。 「互助」⇒地域で助け合う。 

遅れていた「互助」の仕組み作りは、今年から介護保険制度の中に組み込まれ市町村が主体になっ

て責任を以って進めるよう法律で明確にされました。 

地域・まち作りの仕組みを作ることで「互助」が生まれ、参加することで生きがいが生まれ介護

予防に繋がります。パートナーと死別半年間で４０％死亡確率がアップする。男性はストレスで後

を追うが、女性は新たなコミュニティーに溶け込みストレスは溜まらないので平気と聞きます。 

ゆいの会は「住民の助け合い活動を広める役割」である生活支援体制整備事業を受託し、中学校

区域（新知、つつじが丘、八幡）及び（佐布里、新田）を担当します。また、地域に不足する生活

支援サービスの創出や、高齢者自身も担い手として活動できる居場所作りを支援するため、 

「くらしの相談支援センター」を開設しました。 

公的サービスでは利用できない支援、お困りごとの相談等 

にご利用ください。 

                  山口 正昭 

 

 

 

                                                                  

主な活動報告

【１月】

９・１４日 NPO運営アシスト活動

１１日 第4回知多市内ﾍﾙﾊﾟｰ事業所情報

 交換会 参加　福祉活動ｾﾝﾀｰにて

１６日 サポートちた理事会

１７日 第１０回ケア会議

２１日 バスツアー

こまき市民活動ﾈｯﾄﾜｰｸ理事 14名

２３日 第１０回　運営委員会

第１４８回　理事会

北部広域連合介護保険事業計画

　推進委員会

２９日 協力会員 親睦会「富木島寿司」

【２月】

4・11・25日 NPO運営アシスト派遣事業

１７日 安全運転講習会

２１日 第１１回ケア会議

２５日 協働学習会

２７日 第１１回　運営委員会

包括ケアネット

【３月】

６日 生活支援学習会

１４日 介護保険制度の改定による新たな

　地域支援事業推進ｾﾐﾅｰ 参加

２１日 第１２回　ケア会議

２３日 知多市における在宅医療連携シス

　テム導入説明会 参加

２８日 日福サービスラーニング　１６名

（平成２９年１～３月）

 ご寄付ありがとうございました 
大切に使わせていただきます 

市川陵、大塚菜穂子、佐藤融、 

平塚真奈美、森田悦規、 

東海ろうきん、協力会員有志 

長尾末光 物品 
（敬称略） 
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ゆいの会のホームページが 

新しくなりました 
ゆいの会の活動について見やすく改定 

しました。今まで見たことのある 

方もない方もぜひご覧になって 

ください。 

会員状況（平成29年2月28日現在）

協力会員 72 人

利用会員 185 人

ふれあい会員 58 人

賛助会員 17 人

合計 332 人

活動実績 12月 1月 2月

たすけあい活動 293.8 230.5 236.3 時間

移送 316 273 292 回

配食サービス 432 321 327 食

施設ボランティア 11 0 16 人

ゆいサロン 42 49 33 人

さをり織り 127 79 86 人

陶芸 38 46 36 人

自立支援（パソコン） 7 8 9 人

パッチワーク 10 8 8 人

こどもの創作ひろば 6 9 16 人

介護保険　訪問介護 70 69 66 件

399.20 356.00 371.60 時間

障害福祉サービス 268.00 231.00 267.30 時間

♪音楽ボランティア募集中！♪ 

高齢者施設に行って入居者のみなさんと 

一緒に歌を歌います。 

興味のある方はゆいの会事務局まで 

お電話ください 

 

平成２９年４月から、石井雅子と山口正昭が

生活支援コーディネーターになりました 
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振込先 支店名 種類 口座名 口座番号 

知多信用金庫 知多支店 普通 特定非営利活動法人 ゆいの会 ００４６３８３ 

三菱東京ＵＦＪ銀行 知多支店 普通 特定非営利活動法人 ゆいの会 １３８６１４６ 

東海ろうきん 東海支店 普通 特定非営利活動法人 ゆいの会 ４４９８１８７ 

ゆうちょ銀行 特定非営利活動法人 ゆいの会 記号 １２１８０   口座番号 ８０７３４２２ 

ヘルパー研修会 2017.2.25 

障がい者お楽しみ会 201７.３.１１  東浦 春香園にて 

あま～いイチゴをお腹一杯 

食べました！ 

その後はゆいの会で昼食と 

ボーリングやカラオケを 

楽しみました 

消防署八幡出張所で救命講習を受けました。 

心肺蘇生法、ＡＥＤの使い方、気道を確保するための回復体位を学びました。 

多くの方からご寄付をいただきありがとうございました。 

引き続き寄付金を募っております。ご協力をお願い致します。 

振込先は以下の通りです。直接事務局でも受け付けています。 

３月末のマックバリュの黄色いレシートキャンペーンで、８，０００円を寄贈いただきました。

皆様のご協力ありがとうございました。今後もよろしくお願い致します。 

＊キッズ☆パラダイス 

  

平成２９年５月６日（土） 
知多市勤労文化会館にて 

子どもが楽しめる催しがいっぱい！ 

ゆいの会は、さをり織りと陶芸の 

絵付けのブースを出します 

＊第１８回 定時総会 

 平成２９年５月３１日（水）１０時～ 

  ゆいの会にて 

 

常設のサロンが始まります 

平成２９年 ５月から、誰もが集える‘居場所’としてゆいの会の一つの部屋を開放します。 

各々自由にお過ごしいただけます。土曜日にはモーニングサービスも行います。 

詳細は後日ご案内します。   開放日時 ： 火・水・木曜日 ９時～１２時 

                        土曜日 ９時～１１：３０ 

さをり織りで使用するミシンを 

探しています。 

ご家庭で不要になったミシンが 

ありましたらゆいの会事務局まで 

ご連絡ください。 

２４時間テレビチャリティー委員会から 

スロープ付き福祉車両を寄贈して 

いただきました 

＊ゆいの会 文化祭    

平成２９年５月１３日（土）１０～１５時  

さをり織りなどの体験コーナー 

陶芸などの即売会 

オカリナやアルパ（ハープ）の演奏 

産直物産市 

骨密度・体組成測定コーナー 

ビンゴゲーム 

喫茶・お食事コーナー 

五目ご飯と豚汁・抹茶とお菓子 
クレープとガレット・おいしいコーヒー 
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