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題字  小長野 惠子 さん 

 

    介護保険外 生活支援事業所「ほっとクラブ西山」を立ち上げて 

    くらしのお手伝いします！ 

どなたでもご利用できます 

和 田 節 子 

２０１５年８月に、ほぼ実態はボランティアグループである「ほっとクラブ西山」（主な地

域は京都乙訓地方「向日市、長岡京市、大山崎町」）を立ち上げ、実際に動き出して 1

年になります。 

 この事業の当初の目的は、「介護保険」などの公的なサービスが、それを必要としてい

る人の日々の生活を支えるには限定的で使いにくいこと。これはおかしいと思い、特別養

護老人ホームを退職した後、「自分たちのスキルや能力、思いを社会に還元したい」が始

まりでした。 

声をかけたスタッフは６名です。３名が６０歳以上、１名が３０代の子育て世代。あと２名

が７０歳以上という、世に高齢者と言われるメンバーが主なスタッフになりました。メンバー

の中には長岡京市で介護保険が導入される前に、「ポテト」と言うグループ名で活動して

いた人がおります。介護保険導入後「これからは介護保険に任したらよい」と、その後「ポ

テト」は前向き解散しました。時が経ち、介護保険の変容に彼女は複雑な思いで今回参

加しています。 

メンバーの職種は、介護福祉士、保育士、ヘルパー２級。このキャリアのスタッフが全員で

知恵を絞り、「ほっとクラブ西山 ３本の矢」と言われる事業目的が出来ています。 

 

 Ⅰ  高齢者、障がい者の生活支援 

  Ⅱ  働く女性への暮らしの支援。「ワーク．ライフ．バランス」への支援。 

  Ⅲ  中高年の女性の職場作りと社会貢献 

 

誰もが「自分らしく、楽しく生きていく」を願っている。６０歳過ぎても、小さな子どもがいて

も、働く意志のある人は生き生きと仕事を持って働き、各自の能力を社会に還元してい

くこと、これが人のミッションであり、またそれができる社会をつくっていきたい。 
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次に経過を紹介します。２０１５年６月、京都府の男女共同参画課から、「平成２７年京

都府女性活躍応援事業補助に係る事業」の参加を紹介されます。 

立上げ時から「長岡京市女性交流支援センター」に相談し、そこから長岡京市の商工

会に起業相談を薦められ、出向きました。その商工会から京都府主催の「～京都から未

来を拓く～女性が輝く創業セミナー」のパンフレットを渡され、セミナーに２人で行くと、私

どものような高齢者は他にいなくて、相棒はこっくりこっくりしていました。 

このセミナーに参加したきっかけで、前述の補助金事業が出てきたのです。直ぐに参加を決め、

長岡京市女性交流支援センター共催で講演会を企画し、「ほっとクラブ西山」の活動開始と

なりました。 

ほっとクラブ西山主催・長岡京市女性交流支援センター共催 

✥講演会✥ 

子どもの貧困・虐待防止のための教育・保育の役割（講師 岸本泰幸氏） 

～保育所、幼稚園、学校～ 子どもの生活の場から見えるもの～ 

ほっとクラブ西山とは・・・？ 

働く女性と子どもの暮らしを考え、中高年の就労と社会貢献のため 

2015年 8月から活動を開始しました。 

スタッフは、福祉・介護の専門資格を持つ 

 経験豊富なメンバーです！ 

～主な活動内容～ 

・介護保険外の生活支援、家事・介護サポート 

・働く女性への暮らしの支援（子育て家庭のお世話）、ワーク・ライフ・ 

バランスへの支援 

・中高年女性の職場づくりと社会貢献 

 

 

 

この講演活動は、会の紹介も含め、京都新聞に３回掲載され、京都府男女共同参画の

HP、京都府乙訓２市１町の広報、公共施設掲示板にチラシは張り出され、講演会も盛況

で利用者、賛助会員、スタッフの増員を見ました。 

現在、スタッフは１０人になり、力量に応じて利用者も増やしています。スタッフは、趣

味、ボランティア、家族への調整などと、働くこととは、同じ位置付で活動しています。 

スタッフは言います。「ワーク．ライフ．バランス」が大切！ 

Yes, girls and boyｓ smile 

Yes, workers women and ジジババ すまいる！ 
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 サービス提供実績報告 (2016年 12月～2017年 2月) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  物品販売にご協力ください 
□コーヒー（豆、挽）   

焙煎工房タイムリーのティールーム

で使用している特別焙煎豆   

1㎏：1,700円 500ｇ：850円 

□泉州わかめ 

 100％大阪湾泉州ワカメを使用した

こだわりのワカメです。 

塩わかめ 130ｇ：300円 

茎わかめの佃煮 130ｇ：300円 
  □りんごジュース 

  長野県の岩下りんご園 

    １箱 6本入り 4,500円 

□島原手延べ素麺 眉山の糸  

 長崎県島原市の白山製麺製です。 

 1㎏～5㎏ ： 1,200円～5,300円 

 ＊高槻市、茨木市、島本町､枚方市は 

   送料無料（その他の地域は実費） 

□おとひめこんぶ  

南北海道椴法華村の黒口浜一帯で 

育成された真昆布一年物です。 

1袋：500円 

 

 

◇社会福祉法人 

≪訪問介護≫ 

利用件数 2,716 件 

利用時間 2,124.33 時間 

生活援助 1,153.34 時間 

身体介護 970.99 時間 

≪介護予防訪問介護≫ 

利用件数 1,017 件 

利用時間 983.58 時間 

 

 

≪ケアワーカー派遣サービス≫  

利用件数 538 件 

利用時間 525.1 時間 

家事援助 311.0 時間 

身辺ケア 121.5 時間 

社会的援助 92.5 時間 

 

 

◇特定非営利活動法人 

≪福祉移送サービス≫ 

利用件数 30 件 

利用時間 1,890 分 

利用距離 614 ｋｍ 

 

 

 

 

 

  

≪障害福祉・居宅介護≫ 

利用件数 3,447 件 

利用時間 3,237.00 時間 

家事援助 1,321.00 時間 

身体介護 1,504.75 時間 

通院介助 222.00 時間 

 ≪重度訪問介護≫ 

利用件数 188 件 

利用時間 334.00 時間 

 

 

≪同行援護≫ 

利用件数 305 件 

利用時間 663.50 時間 

 

 

≪移動支援≫ 

利用件数 583 件 

利用時間 1,774.3 時間 
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通所介護

２月下旬に毎年恒例の味噌作りを行いま

した。皆さんやる気満々。柔らかく炊いた

大豆をすったり、叩いたりしてつぶすのは

Hさん、Kさん、Tさん達。交替しながら頑

張って下さいました。ただ K さんがすりこ

ぎで叩く時に「なんまいだー、なんまいだ

ー」とリズムをつけながら唱えるので「縁起

でもない・・・」と皆から大ブーイング。それ

でも皆で楽しく作業は進み、麹と塩を混ぜ

た所に大豆を入れて丸い玉の形にします。 

それを「エイ！エイ！」と掛け声も勇ましく

カメの中に力一杯投げ込み、上から塩を

振り、重しをして出来上がり。「昔は皆、自

分の家で味噌作りをして納屋に置いてい

た」「家ごとにその家の味があり美味しか

った」などなど味噌にまつわる思い出話も

たくさん出てきました。 

 作った味噌が食べられるのは秋頃。昼

食に出てくるのが今から楽しみです。

 

 

 

 

 

訪問介護

    ＜祝 社会人１年生＞ 

I さんは、高校のクラブ活動中事故に

遭い、下半身麻痺となり車いすの生活を

しています。一昨年に、ネパール地震で

被災した現地の障害者の現状を知ろうと、

約２週間かけて被災地を旅しました。帰 

国後に「野宿もして、環境が整ってない

から大変やったけど、何とかなったし、楽 

しかった」とケアワーカーに話していまし

た。就職活動の末、就職が決まり、神奈

川県に転居した I さんは、新しい生活も

一つ一つクリアしていくんだろうな、と微

笑ましく思いながら、心の中で応援して

います。 

 

くらし創造の家 朋（とも） 生活介護 

 今年は雪が降ったり、インフルエンザが大流行したりと大変な年明けでしたが、朋の利

用者さんは元気いっぱいです。 

 毎日のおやつづくりは、利用者さんの知恵が詰まっています。なかなか食の進まない利

用者さんが来る時は、大好きなホットケーキやクッキーを提案したり、季節ごとのおやつ

を、自宅からレシピを持参して提案たりと、２時のおやつの時間を皆さん楽しみにしていま

す。３月２２日（水）に開催された春の交流会では、敷地内で収穫されたレモンを使って、

レモンカステラを担当しました。とても好評で、完売しました。  

事業所だより 
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くらし創造の家 朋（とも） 小規模多機能型居宅介護 

 １月～２月にかけて、インフルエンザが

流行し、利用者や職員が次々と感染して

しまいました。体力には自信があった S さ

んを含め３名の利用者が入院となりました。

いつもは座る場所がないぐらい、３つのテ

ーブルを囲んで食事をしていましたが、こ

の時はポツンポツンと空いている椅子を

見ると本当に寂しくなりました。 

 T さんは「S さんはいつ帰ってくるの？Ｍ

さんはまだなん？」と何度も尋ね、心配さ

れていましたが、やっと以前の賑やかな

日々が戻ってきました。  

  

 最近利用されたＹさんは、食事はいつも 

一番最初に食べ終わり、片づけや食器洗 

いを手伝います。「いつもありがとう」と言う

と「かまへんで、かえって邪魔してごめん

やで～」と謙虚な言葉が返ってきます。た

こ焼き屋をしていた頃の話しをＹさんがす

ると「美味しそうやな～」と声が聞こえてき

ます。みんなでたこ焼きパーティーをする

時は、プロの腕前を披露してもらうのが楽

しみです。 

 もうすぐ桜の季節です。寒い時期は室内

で過ごしていた分、思い切り外に出て春を

感じたいと思います。 

 

 

 

あすなろ 小規模多機能型居宅介護

テノールの美声の持ち主の A さん、「星

影のワルツ」を、浪曲風に歌いました。A さ

んに引っ張られるように周りの利用者も負

けじと歌っています。「あんなに愛した仲な

のに～」を特に強調して唄うので、理由は

と尋ねると「自分と彼女の間を言い尽くす

ことも有るよ、この言葉を不思議だとは思

わない、愛情があるから、仲がいいからい

いんだよ」との説明を聞き、「そっか～、愛

があるからいいんだ」と暫く A さんの解釈

に聞きほれました。皆さん納得し「懐かし

い歌ですね」「昔よく唄ったわね」と、この

大合唱のひと時から笑顔があふれていま

した。
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第１０回 春の交流会を終えて 

ボランティア  岸根ゆり子 

 

今年も多くの方々の協力や参加で無事、

盛会に終わりました。くらし創造の家 朋

(とも)で１０年お世話になっている義母(９５

歳)とのご縁で、私も微力ながらお手伝い

ができて良かったです。春の交流会が１０

回目ということで、感慨深くこの１０年間を

思い出したりもしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回は２階の手作り遊びの場を担当しま

した。簡単に作ることができて使えるものを

と、箸袋やつまようじ入れなどに決めて準

備しました。実行委員のみんなで試作も

行いました。私にとって「脳トレにもなるな」 

と考えながら、楽しんで用意をしました。当

日もいろいろな方が来られ、おしゃべりを 

しながら一緒に制作しました。 

 

折ったり、貼ったり、切ったりして、完成の

作品を袋に入れて持ち帰られる様子を拝

見し、喜んでいただければ何よりと思いま

した。中でも近隣に配ったチラシを見て、

初めてくらし創造の家 朋(とも)に来られた

方が「家でも作ってみたい」と熱心に作り

方を覚えられ、笑顔で帰られた事が心に

残りました。 
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お手伝いを通し、地域でいろいろな人が

出会い、気軽に触れ合える場があることの

大切さを知ったような気がします。 

これからも高槻ライフケア協会の目指しておら

れる事が、より実現できます様、祈っております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ご協力いただきました皆様、ありがとうございました＞ 

                         朋（とも）春の交流会への寄贈  （敬称略・順不同） 

 

島原晃子、川浪スヱ子、阪本恵美子、贄川 弘、宮脇郁子、底谷シゲノ、山崎静子、小林芙美

子、田尻マユミ、三俣玲子、上田英子、辻川雅子、木﨑仁美、久良善子、武田智美、鎌田直

子、栗山通子、林中八重子、贄川浩子、宮地裕美、伊藤俊子、森田和江、森本菜摘、田伏洋

一、東和、村井千加子、市野身衣子、浜崎眞理子、佐藤冨美子、三原道惠、松倉ひろえ、竹

中和枝、小林澄子、澤田知子、車谷(前西之口自治会長)、田中、植田旬子、山田美里、岩佐

信幸、矢部隆弘、前田かおる、新田恵美子、岸根ゆり子、三澤奈々子、野本清子、小田裕美、

豊田耀子、野母捷子、江上広美、小島由美子、小谷陽子、堀越眞弓、山内富美子。 
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ご協力に感謝します（敬称略・順不同） 

＜社会福祉法人＞ 2016年 12月 16日～2017年 3月 31日 

  ◇寄附金  2016年度累計 135口 1,752,500円 

   新井裕子、池田 繁、高橋郁子、森本菜摘、宮脇郁子、山縣美智恵、森本美奈子、古元美 

   枝子、松田奈々絵、安達晴美、濵田香澄、毛戸裕子、為ケ谷奈穂美、村上雅子、三俣玲子、 

   嶋田君子、丸岡トシミ、岡本哲史、西嶋和子、廣利講子、野口直美、服部章子、田中智子、 

   堀部正美、坂本和美、下村真理子、古井ひとみ、堀越眞弓、下山節庫、上木原英子、田中 

   美咲、野本清子、牧口 明、柗上利男、松野佳三、安見次生、毛戸利彦、土井景子、高峯景

子。 

  ◇寄贈   中嶋行雄、森本美奈子、西村昌子、田尻忠吉、藤森善重。 

 ◎社会福祉法人高槻ライフケア協会への寄附金は、確定申告の際、税額控除制度の

適用を受けることができます 

＜ＮＰＯ法人＞  2016年 12月 16日～2017年 3月 31日 

◇後援会費  2016年度累計 317,000円                 

 田伏洋一、林 豊一、亀井陸雄。 

◇寄附金    2016年度累計 44,510円                 

 

 

 

 

 

【編集後記】 

  いよいよ３月も終わり、近くの街路には、こぶしの花が満開です。新しい年度が始まりま

す。進級、進学、転勤など新しい生活を始める人が多い季節です。この時期に開花する

桜は、そんな人たちを応援しているようにも思えます。少しずつ暖かい日が増えて桜の開

花が楽しみです。見頃を逃さない様に今年もお花見に行きたいですね。(S)

 

 

 

               ≪追悼≫ 

  亀井陸雄様が 1月 21日に、金田邦美様が 1月 31日にご逝去されました。 

                 謹んでご冥福をお祈り申し上げます。 

社会福祉法人高槻ライフケア協会  特定非営利活動法人高槻ライフケア協会 

〒569－0806  高槻市明田町 5－7    〒569－0802  高槻市北園町 4－19 

 TEL（０７２）６８３－４９４５    TEL（０７２）６８２－４１１９ 


