
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            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３１年１月 ＮＯ．７７ 

 

人生１００年時代 

明けましておめでとうございます。 

平成最後の年を迎えました。平成の響きはまだまだ新しく感じていましたが、次の年号は 

  どのようになるのでしょう。昭和・平成を経て超高齢社会、人生 100年時代の到来です。 

「人生 100 年時代」とは、英国ロンドンビジネススクール教授のリンダ・グラットン氏が 

長寿時代の生き方を説いた著書『LIFE SHIFT（ライフ・シフト）』で提言した言葉です。グラ

ットン氏は、寿命が延びて 100 歳を超えるようになれば、これまでの 80歳程度のライフスタ

イルを見直す必要があると語っています。 

近年寿命は伸び、計算上１０年ごとに２,３年づつ伸びるといわれており、１００歳まで生

きる事は珍しい事ではなくなるのかもしれません。実際に私のまわりでも、自分の時間を有

効に使い生き生きと過ごしている 90 歳代を見かける事が増えてきました。今後ライフスタイ

ルは多様化し、75 歳まで仕事、年金受給はそれからという時代はすぐそこまで来ているのか

もしれません。80～90 歳になって新しい体験、学習、そしてボランティア等役割をもち活動

することが社会貢献につながります。また、自分自身の健康寿命の延長ともなります。この

ような元気な高齢者が高齢者を支えるしくみこそ、これから迎える高齢社会に必要なのです。 

ゆいの会では 60 歳後半から 70 歳代の協力会員の皆様が出来る分野で力を発揮し、おたが

いさまの気持ちで大活躍しています。未だかつて経験した事がない「人生 100 年時代」の働

き方改革をゆいの会は先取りで行っているといえるのかもしれません。 

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます                              下村一美 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な活動報告

【９月】

３日 広域連合 現任介護職員研修

「介護過程の考え方と計画の立て方」

「介護職員のための記録・報告の技術」

　しあわせ村保健福祉センターにて

１２日 第２回安全運転講習会

12日,10/12 地域ケア会議

１３日 知多半島圏域保険医療会議

１４日 生活支援体制整備研修

２１日 協議体事務局会議

ＳＣ会議

２５日 第６回　ケア会議

第６回　運営委員会

第１５９回　理事会

２８日 サポートちた理事会

３０日 地域の福祉と交通の連携セミナー

【１０月】

１２日 サービスラーニングふりかえりの会

１７～１９日 陶芸・ﾊﾟｯﾁﾜｰｸ・絵てがみ展

２２日 第７回　ケア会議

第７回　運営委員会

22日,11/6,13 これからどうする地域の助け合い講座

２５日 防災訓練

２７，２８日 福祉フェスティバル

　メディアス体育館ちたにて

３１日 市民協同研修

　知多市職員　３１名

協議体事務局会議

ＳＣ会議

【１１月】

１１日 高齢者お楽しみ会

１２日 第３回協議体委員会

１３～１５日 職場体験受入（中部中）１名

２６日 第８回　ケア会議

第８回　運営委員会

第１６０回　理事会

２９日 協議体事務局会議

ＳＣ会議

３０日～12/2 さをり展

（平成３０年９月～１１月）

発行 特定非営利活動法人ゆいの会 
〒478-0017 

愛知県知多市新知字西屋敷 22 番地２ 

TEL ０５６２－３２－５９０６ 

   ０５６２－３２－５９３６ 

FAX ０５６２－３２－５９８４ 

URL: http://www.yui.npo-jp.net 

e-mail : yuinokai@aroma.ocn.ne.jp 

ヘルパー、ドライバー、調理員急募！ 

＊ヘルパー（資格の有無問いません） 

＊お弁当配達や病院の送迎（７５歳位まで） 

＊お弁当の調理 

をしてくださる方を急募しています。 

また、会の会員が新しい方を紹介してくれた 

場合、紹介した人された人両者に 

謝礼５０００円があります。 

（条件があります） 

詳しくは事務局までお問合わせください。 

 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 

辻川勝利 様 

パッチワーク講師 菊池秀子 作 

陶芸講師 佐藤 融 作 パソコン講師 片山さち子 作 

会員状況（平成30年11月30日現在）

協力会員 69 人

利用会員 182 人

ふれあい会員 60 人

賛助会員 22 人

合計 333 人

活動実績 9月 10月 11月

たすけあい活動 240.3 310.3 280.3 時間

移送 233 288 234 回

配食サービス 586 697 664 食

施設ボランティア 42 11 44 人

ゆいサロン 47 53 52 人

さをり織り 78 96 90 人

陶芸 58 76 59 人

自立支援（パソコン） 16 14 20 人

パッチワーク 13 17 14 人

こどもの創作ひろば 4 5 6 人

介護保険　訪問介護 50 51 55 件

238.50 294.70 279.00 時間

障害福祉サービス 281.80 291.30 315.30 時間

門松も、使われている葉牡丹も 

協力会員が作ったものです 

mailto:yuinokai@aroma.ocn.ne.jp
javascript:_view('https://mmgjapan.encom.jp/pc/mgkazari_kei/view.html?d_goods=kckaa016');
http://www.sozai.rdy.jp/shirokuro/05/huyu1/sozaitext/04.htm
http://www.sozai.rdy.jp/shirokuro/05/huyu1/sozaitext/04.htm


                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

陶芸・パッチワーク・絵てがみ展  

2018.10.17～19 

今年は絵てがみ同好会の作品も展示しました。 

たくさんの来場者がありました。コーヒー＆ケーキの販売もあり、 

ゆったりくつろぎながら作品を楽しんでいただけました。 

 

催しのお知らせ〈場所の記載がないものはゆいの会にて開催〉 

 ＊地域の居場所 現場見学会 2019年 2月 7日（木）10時 30分～１5時 

見学先：東浦町 地域の縁側グリーン・ラソ、知多市日長台 きずなルーム 

参加費：６００円（グリーン・ラソのランチ代） 定員：１５名 

申し込み、お問い合わせはゆいの会 五十嵐まで。 

＊第３回 安全運転講習会 2019年 2月上旬 

＊ヘルパー研修会〈救命救急・AED講習会〉 2019年 2月２４日（日）10時～11時 30分 

消防署八幡出張所にて  

＊知多市の地域共生社会づくりフォーラム 2019年 3月 17日(日) 13時～15時 

勤労文化会館 やまももホールにて 

「障がいのある人もない人もともに暮らしやすいまちづくり」 

講師 玉木幸則さん（NHK Ｅテレ「バリバラ」レギュラー） 

お問い合わせ、申し込みは社会福祉協議会 Ｔel 0562-33-7400まで。 

＊障がい者お楽しみ会 2019年 3月 24日（日） 

佐布里ソービーにていちご狩り。詳細は後日連絡します。 

 

 

日頃思っていることや 

自分の趣味など自由に綴

っていただくコーナー第

2 回目は２０年以上ゆい

の会にヘルパー、ボラン

ティア、パッチワークな

ど多方面でたずさわって

いる脇門紀子さんです。 

福祉フェスティバル 

 2018.10.27～28 

高齢者お楽しみ会 2018.11.11 

 

さをり展 2018.11.30～12.2 

ゆいの会に入って何年かたちました。同年の人達は遠慮してだんだんと社

会の活動から遠のいてしまう今日この頃です。でも私は人と会うのが好きな

のでまわりから「まだ働いてるの？」と言われながら顔をだしています。 

ヘルパーとして利用者さん宅へ訪問すると、洗濯物の干し方などいろいろと

教えてもらうことがあります。利用者さんから「ありがとう」「美味しかっ

た」と言われるとホッとします。ボランティアに行くと、高齢者の方が「い

くら年をとってボケていても若い人が好きだ」とおっしゃって、楽しくお話

ができます。やっぱり私は皆さんの笑顔が見られるのがうれしいです。 

31年度の会員手続きを受け付けております。

お手数ですが近くの会員、又は金融機関への振り込みをお願いします。

年会費　 ３０００円 二人目から２０００円

振込み先 支店名 種類 口座番号

知多信用金庫 知多支店 普通 ００４６３８３

三菱UFJ銀行 知多支店 普通 １３８６１４６

東海ろうきん 東海支店 普通 ４４９８１８７

ゆうちょ銀行

　　　　また、引き続き寄付金を募っております。（一口３０００円）振込先は上記と同じです。

　　　　直接事務局でも受け付けています。ご協力をお願い致します。

口　座　名

平成31年度　年会費納入のお願い

郵便局の自動引き落としの契約をされている方は、３月２０日に引き落としさせていただきます。

特定非営利活動法人 ゆいの会　 記号 １２１８０　口座番号 ８０７３４２２１　

特定非営利活動法人　ゆいの会

特定非営利活動法人　ゆいの会

特定非営利活動法人　ゆいの会

オカリナ演奏・民踊・手品・写真立て作りを 

楽しんでいただきました。 

さをり織り展 

2018.11.30～12.2 


