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元気に暮らすコツ！いき
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平成29年 5月から、社会福祉協議会の生活支援
コーディネーターとして各地域を訪問させてもらっ
ています。
各地区では、公会堂等を利用し、いきいき百歳体

操やいきいきサロンが行われています。いつものメ
ンバーが来ないときは電話をしたり、家を訪ねて行っ
たり、地域の見守りや見守られ活動が自然にできて
います。
サロンでは色々な行事をしながら一緒に食事をし

たり、畑仕事や漬物の漬け方、料理、健康について話したりして情報交換の場にもなっています。
「集まって話をする機会が無いから、こんな集まりがいいんだよね」と、いつも笑いがある楽し
い集いの場になっています。
また、ご近所のゴミ出しの手伝いや、おかずのおすそ分けなど昔ながらの「お互いさま」が根

強く残っていることは新地町の良い所（宝物）だと思います。
これからは、ご近所での助け合いが大切になってきます。高齢になっても健康で元気に暮らせ

るような支え合い活動や集いの場をこれからも訪問させて頂き、みなさんに紹介したいと思いま
すので宜しくお願い致します。

生活支援コーディネーター　目黒　静子

「社会参加」で介護予防なぜ今、ご近所支え合いが必要か

介護保険導入前（平成12年以前）は、介護サービスが少なくても、家族員数も多くご近所づきあ
いもありました。それが、介護保険が普及し、サービスが増えるに従い、地域での支え合いやつなが
りが見えなくなってきました。そこで平成27年の介護保険法改正では、そのつながりを見直し、必要
に応じて新たなつながり（互助）づくりをしながら、介護・生活支援サービスと、ご近所とのつながり
の両方を組み合わせていくことによって、地域で暮らし続ける環境の再構築を目指すことが盛り込ま
れました。
地域支え合い事務局（新地町・社会福祉協議会・地域包括支援センター）では、高齢者が住み慣

れた地域で、安心して暮らせる地域づくりを目指し、ご近所同士の支え合いや、地域の課題などにつ
いて話し合う、しんち地域づくり勉強会を開催しています。

新地町内では、自然と行われている"支え合い”が沢山あります。このパンフレットでは、これまで
の活動で見つけたご近所支え合いを紹介します。

2025 年問題
2025 年の日本は、団塊の世代が 75 歳を超えて後期高齢者となり、国民の
3 人に 1 人が 65 歳以上、5 人に 1 人が 75 歳以上という、人類が経験し
たことのない『超・超高齢社会』を迎える。これが『2025 年問題』です

2025 年問題は、高齢者だけの問題ではなく子供や孫の問題でもあります。
少子高齢化が進み労働人口も減り人手不足も心配されます。これが 40年〜 50年続きます。
これからは、元気な高齢者が地域の担い手として支える側になり、困っている人に自分の出来ること
で地域を支え、生きがいを持って暮らしていくことが介護予防にもつながります。他人事でなく自分
のこととし、考えてみませんか ?

65 歳〜 74歳	 前期高齢者
75歳〜	 後期高齢者超高齢化社会

実施
年月日

参加
人数 内　　容

H29
7.7 120

講演会≪大づかみ勉強会≫
「もっと豊かな地域をつくるには
  ～地域で支える仕組みを考える～」
講師：さわやか財団　大山		重敏	氏

H29
11.22 46

講演会
「地域の宝探しからはじめる地域づくり」
講師：東北福祉大学　高橋		誠一	氏

H30
1.18 36 勉強会

「地域の宝探し」

H30
4.23 33 勉強会

「こんな支え合いがあったらいいね」

H30
7.25 38 勉強会

私たちの周りの「いいね！探し」

H30
10.30 35 勉強会

「あなたの地域は、支え合っていますか」

H31
1.23 95

講演会
～あなたはどんな地域（まち）に
　暮らしたいですか？～
講師：ご近所福祉クリエーター　酒井		保	氏
※第 1回「いいね！グループ」の顕彰（普及紹介）

しんち地域づくり勉強会の活動 （H29 〜 H30 年度）

会場：農村環境改善センター・保健センター

・	地域にあるお茶会や集いの場をみんなで紹
介し合う。

・	3年後、5年後、歳を重ねると家事全般と外
出時の移動手段や買い物に困ることが話さ
れ、支え合いの必要性が話し合われた。

・	近隣でのおかずのおすそ分けやゴミ出しの
手伝い、話し相手、買い物の手伝いなど地
域で支え合うことの大切さを話し合った。

・	体操やサロンのあとに情報交換をすること
が多く、ゴミの分別の仕方や畑仕事のこと
等話し合っている。

・	地域の支え合いの普及・啓発については、
寸劇などを通して分かりやすい説明会が必
要であることが話し合われた。

・	私たちの周りの「いいね！探し」では、地
域での集まりごとが紹介され、新たな資源
の発見や地域の可能性に気づくことにつな
がった。

・	地域で若い世代や男性の参加しやすい、顔
の見える関係づくりや交流について話し合
われた。

参加者の意見

※講師からの健康長寿のポイント
①	 社会性がある（地域に混ざる）⇒お茶飲みやおすそ分け、趣味の活動、旅行
②	 運動（毎日、よく動く）⇒散歩、運動、ゴミだし、畑仕事、草むしり
	 キョウイク「今日、行く所がある」
	 キョウヨウ「今日、用事がある」
③	 食事（タンパク質、特に肉料理）⇒よく噛んで楽しく食べる
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の
みぃ〜つけた！

物地 宝域
健康 で長生きを目標に！

地域 でのサロン
　　　活動の様子

輪投げ‥体力作り 風船バレー

地域の伝統（新地町地区）

新年を迎える準備（しめ縄作り）

揚げたての
パパイヤの

天ぷら
おいしいよ～

お茶会（個人宅でのお茶会）

情報交換の場になっている 

男性の集いの場

男同士で気楽にたのしむ！！ 地域を歩くと発見すること
が多い（脳活お元気クラブ）

8  下真弓地区

鶴は
折れるかな？

17  神和会

いつやっても
楽しいね～

7  上真弓地区 21  さくら会9  岡地区

みんなで料理を作ったり、
教え合ったり、持ち寄ったり
おしゃべりしながら楽しい
食事会になります！！カキ氷作り

19  藤崎地区 11  なかよし会
南瓜の煮物じょうずだね

3  すみれ会
持ち寄った物で食事会 10  つつじの会

花壇作りは環境整備

お茶会（高齢者住宅）

みんなで声を出してストレス解消カラオケ

18  駒中寄合会 5  木崎地区

差し入れ！！
手作り
カップケーキ

各地域を訪問し、様々な活動「地域の宝物」を発掘。
その情報を発信します。
「地域で暮らす人」と「地域の宝物」をつなげます！

※番号は6〜7ページの地域支え合いマップと連動しています

生活支援コーディネーターがみつけた
地域活動（宝物）を紹介

集まることで居場所作り、健康作り、情報交換の場になり
安否確認につながります！

近所でのお茶のみ　趣味の集まり　お祭り　体操
草むしり　畑仕事　挨拶　花だん作り　犬の散歩…

地域の支え合い活動

たとえば…このような活動も地域の宝物です。

いきいき百歳体操交流会

災害時の炊き出し訓練を兼ねて食事
作り。持ち寄ったおかずも楽しみ！ 20  体を動かす会　みんなで体を動かし元気いっぱい

問い合わせ先 見学希望の方は、生活支援コーディネーターまでご連絡下さい。（TEL.0244-62-4213）

　　　　　 22  駒町		101の会	　		 13  雁小屋たんぽぽクラブ
いつも使っている公会堂前をみんなで草むしり、
そのあとはお茶会

リハエール体操

いきいきサロンで七夕作り

みんなで手入れをしながら交流

このリンゴ甘いよ～

さわやか会 コミュニケーション
麻雀楽しいね～体操後のお茶会
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番号 地　区 会の名称
1 鉄炮町 鉄炮町長寿会
2 大山田 大山田あすなろ会
3 明地 すみれ会
4 中里 中里なかよし会
5 木崎 木崎月曜会
6 作田 やよい会
7 上真弓 真弓長寿会
8 下真弓 ひまわり会
9 岡 岡ハッピークラブ♥
10 岡 つつじの会
11 杉目 杉目クラブ
12 新地町 なかよし会

いきいき百歳体操実施場所
番号 地　区 会の名称
13 中島 もんぶらん
14 小川 小川会
15 小川 高齢者住宅青空会
16 雁小屋 たんぽぽ会
17 大戸浜 大戸浜百の生会
18 今泉 いずみ会
19 菅谷 菅谷なかよし会
20 高田 もみじクラブ
21 新町・城内 さくら会
22 駒町 101の会
23 富倉 富倉元気会
24 広域 にこにこ会

病院・クリニック
番号 施設名 電　話
1 渡辺病院 63-2100
2 遠藤内科医院 62-2135
3 菅野医院 63-2388
4 新地クリニック 63-2700
5 渡辺病院歯科 63-2141
6 新地歯科医院 62-4436

居宅介護支援事業所
番号 施設名 電　話
1 自遊楽校 26-7984
2 新地町在宅介護支援センター 62-5167
3 新地町社会福祉協議会 62-4213
4 ニチイケアセンター新地 63-2121

いきいきサロン実施場所
番号 地　区 会の名称
1 鉄炮町 鉄炮町地区
2 大山田 なでしこ会
3 明地 すみれ会
4 中里 なかよし会
5 木崎 木崎地区
6 作田 作田地区
7 上真弓 上真弓地区
8 下真弓 下真弓地区
9 岡 岡地区
10 杉目 杉目地区

番号 地　区 会の名称
11 新地町 なかよし会
12 小川 高齢者共同住宅
13 雁小屋 雁小屋たんぽぽクラブ
14 大戸浜 大戸浜地区
15 今泉 今泉地区
16 菅谷 なかよし会
17 高田 神和会
18 駒町 駒中寄合会
19 藤崎 藤崎地区
20 富倉 体を動かす会

通所介護（デイサービス）

番号 施設名 電　話
1 デイサービス　ほうゆう 26-6546

2 デイサービス　自遊楽校 26-7984

3 デイサービス　こもれびの里 26-4667

4 新地町デイサービスセンター 62-5111

5 福田デイサービスセンター 26-4550

介護施設

	特別養護老人ホーム
番号 施設名 電　話
1 新地ホーム 62-5111

2 なごみの里福田 26-4550

	認知症対応型共同生活介護
番号 施設名 電　話
3 グループホームゆい 62-4117

新地町地域包括支援センター
番号 施設名 電　話
1 地域包括支援センター 62-5580

訪問介護

番号 施設名 電　話
1 新地町社会福祉協議会 62-4213

2 ニチイケアセンター新地 63-2121
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地域支え合い
マップ

● いきいき百歳体操実施場所
● いきいきサロン実施場所
● 病院・クリニック
● 居宅介護支援事業所
● 通所介護（デイサービス）
● 介護施設
● 新地町地域包括支援センター
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新地駅

駒ヶ嶺駅

新地町役場

高田

新町

駒町 今泉

富倉

大戸浜

小川

雁小屋杉目

下真弓

上真弓

鉄炮町

中里

木崎

作田

高齢者住宅

菅谷

地域支え合い事務局

地域支え合い事務局
新地町健康福祉課	 62-2931
新地町社会福祉協議会	 62-4213
地域包括支援センター	 62-5580

31 と
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福島県相馬郡新地町谷地小屋字樋掛田40番地の1
TEL. 0244（62）4213

（新地町・社会福祉法人新地町社会福祉協議会・新地町地域包括支援センター）

地域支え合い事務局［ 発行 ］

住みなれた町で長く暮らすためには、ご近所での助け合いが大切になってきます。地域に暮らし
ている人の知恵や工夫、技、自然と行っている支え合い。ご近所との挨拶や立ち話は、見守りにつ
ながり、お茶のみや趣味のサークルは情報交換の場になっています。
食事は、孤食（一人で食べる）ではなく、共食（誰かと一緒に食べる）が大事になり、話をしたり笑っ

たりしながらよく噛んで食べることが認知症予防にもつながってきます。
暮らしの中で気の合う仲間同士が集まり、散歩や体操をしたり、おしゃべり、料理や野菜のおす

そ分け、食事会などをしたりして、地域で元気に活動している「いいね！」グループを紹介します。

月 1 回いきいきサロンを 20 年続けていま
す。昨年から若い年代も加わり、地域のこと、
畑づくりのことなど情報交換が活発にされ、
何事も話し合いながら楽しく活動しています。

大山田地区　なでしこ会
「お互いに見守りながら楽しく交流」

保健センターで実施した認知症予防教室
「認知症に強い脳をつくる」から始まった自
主グループとして 10 年を迎えました。万歩
計を付け毎日6,000歩を目指し歩いています。
電車に乗って映画を観に行ったり、町内散策
をしたり積極的に活動をしています。

脳活お元気クラブ　
「好奇心いっぱい！いろんなことに挑戦！」

月1回のいきいきサロンを行っていますが、
それ以外にも季節の野菜や山菜などを持ち寄
り、ほとんど毎日のようにお茶会や会食が行わ
れています。みんなで作っている畑で保育所
の子供達に芋掘り体験をしてもらうなど自分
達も楽しみながら幅広い活動も行っています。

駒中寄合会
「地域のお宝発見！」

「いいね！」グループの紹介第 １ 回

（平成31年3月発行）


