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　高齢者を取り巻くさまざまな課題に対
しては、介護保険制度をはじめとする福
祉制度だけでなく、住民が主体となって
生活上のちょっとした困り事を支援する
など、地域で支え合う「互助」の体制づ
くりが重要です。また、そのような体制
づくりには地域づくり協議会など、地域
の中でのあらゆる主体との連携と協力が
不可欠です。本市では自分らしい人生を
最後まで過ごすことができるよう、医療、
介護、介護予防、生活支援、住まいの 5 
つの要素が一体的に提供される「地域包
括ケアシステム」の構築を、地域の中で
関係機関と協力しながら進めています。
今回は「介護予防」と「生活支援」に関
する取組を紹介します。

介護予防
～これからの介護予防 生活をより
よくするために取り組みましょう～

住み慣れた地域でいつまでも
元気に暮らすことは誰もが

願うことです。そのためにまずは、
生活習慣病予防や介護予防に努
め、できるだけ健康を維持し続け
る「自助」の取組が大切です。
　本市では、さまざまな介護予防
教室を開催しています。65歳以
上の方ならどなたでも参加できま
すので、介護を必要としない暮ら
しを続けるために、積極的に参加
し、健康で元気な生活を送ってい
きましょう。

介護予防教室介護予防教室介護予防教室
　毎週あるいは毎月 1回以上、
介護サービス事業者、NPO、民
間企業などが行う運動、口腔機能、
栄養、認知症な
どに関する教室
問合せ　健康福
祉政策課（　
382-9012）

健康ひろば健康ひろば健康ひろば
　　保健セン
ターで行う健康
運動指導士、歯
科医師、歯科衛
生士、保健師、
管理栄養士、ス
クエアステップ
リーダー、食生
活改善推進員などによる介護予防
のための講話や実技の教室

　スクエアステップは、マス目で
区切ったマットを使ってステップ
を踏む運動で、「あたま」と「か
らだ」を同時に使うエクササイズ
です。

問合せ　健康づくり課（　327-
    5030）
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　公民館などで行う運動、栄養、
認知症などに関する教室
問合せ　健康づくり課（　327-
   5030）

ふれあいいきいきサロンふれあいいきいきサロンふれあいいきいきサロン
　ひとり暮らしや家の中で過ごし
がちな高齢者が、自宅から歩いて
いける場所に気軽に集い、ふれあ
いを通して生きがいづくりや仲間
づくりの輪を広げたり、地域の介
護予防の拠点となる「地域の集い
の場」を増やすことを目的として
います。本市では鈴鹿市社会福祉
協議会を通じて、その活動支援を
行っています。
問合せ　社会福祉協議会（　382
    -5971）

　身近なところで気軽に通える集
いの場をつくりたいと思い活動を
始めました。リオオリンピックが
開催される年にスタートしたので
「リオの集い」という名前にしま
した。
　活動から 1年になりますが、
参加者は延べ 234 人になり、介
護予防のお口の体操と上下肢の運
動、そして季節の歌、イベント・
ゲーム・お茶会 など楽しく活動
しています。司会進行の森さんの
元気なトークが特に好評で、終始
笑顔満載です。地区社会福祉協議
会会長や民生児童委員の方の協力
のもと、参加者の皆さんと共に健
康、協力、和、仲間、支援の五つ
の輪のつながりを強め、少しずつ
大きくなっていくことを目指して
います。

ふれあいいきいきサロン　リオの集い

森亮子さん
堤なお子さん

伊藤としみさん
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生活支援
～誰かのために・自分自身のために～

高齢者が住み慣れた地域で暮
らし続けるために、「買い

物に出掛けるのが大変」「話し相
手がほしい」「出掛ける場所がほ
しい」といった生活上のちょっと
した困り事を支援する「助け合い
活動の仕組み」を作ることが必要
になっています。地域のためにボ
ランティア活動をしたいという高
齢者も増えていることから、本市
では、ボランティア活動に意欲的
な高齢者が、地域でのちょっとし
た困り事を解決する生活支援の担
い手として活躍できるよう、ボラ
ンティアなどの養成や活躍の場を
作ることに取り組んでいます。

いきいきボランティア活動の様子
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　高齢者が行う鈴鹿いきいきボラ
ンティア活動の実績に応じてポイ
ントが付き、ポイントに応じた交
付金を受け取れる制度です。自身
の豊かな経験や知識を生かし、地
域における支え合いの担い手とし
て充実した生活を送りましょう。

問合せ　社会福祉協議会（　382
    -5971）

　鈴鹿いきいきボランティア活動
とは、鈴鹿市の指定を受けたデイ
サービス事業所やグループホーム
などでボランティア活動（レクリ
エーションなどの支援、話し相手、
配膳・給茶・片付け・清掃・洗濯
などの補助、散歩・外出・屋内移
動の補助などから選択）を行って
いただくものです。

いきいきボランティア活動員

湯浅洋司さん

　約 1年前から長太の寄り合い
所「くじら」でいきいきボランティ
アとして活動しています。当初は
私自身も認知症に不安を持ってい
て、面倒を見てもらうつもりで訪
ねたのがきっかけでした。そこで
初めてこの制度のことを知り、話
し相手やゲームのお手伝いなどを
させてもらうようになりました。
　いろいろとお手伝いする中で、
人生の先輩から聞く話は勉強にな
ることも多く、まだまだ成長させ
てもらっています。「今日も楽し
かった。」と笑顔で言ってもらえ
るのが何よりもうれしくて、疲れ
も飛んでいきます。通所される方
たちや職員さんのお役に立てると
いうのもありますが、何より自分
自身のためになるので、今では生
きがいに感じています。体が動く
限りはこの活動を続けていきたい
と思っています。

　生活上の困り事に対するボラン
ティアやNPO、民間企業、協同
組合などを主体とした支援の必要
性が高まってきています。そのよ
うな支援を必要とする高齢者が利
用するための調整をしたり、ボラ
ンティアなどの生活支援の担い手
の養成・発掘や、支援実施主体の
ネットワーク化などを行っていま
す。
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　生活上の困り事に対するボランティアやNPO、民間企
業、協同組合などを主体とした支援の必要性が高まってき
ています。そのような支援を必要とする高齢者が利用する
ための調整をしたり、ボランティアなどの生活支援の担い
手の養成・発掘や、支援実施主体のネットワーク化などを
行っています。 

地域で福祉ボランティア
活動をしたい。

仲間づくりはどうしたらいいの?

地域の中で交流できる
場を作りたい。

何から始めたらいいの?

健康体操などをしてみたい。
どうやって立ち上げたらいいの?

集いの場の立ち上げ支援

今回の特集に関するご意見・ご感想は
健康福祉政策課　 382-9012　 382-7607　 kenkofukushiseisaku@city.suzuka.lg.jp

生活支援コーディネーター
みち　　こ

樋口径子さん 
　全国の市町村では生活支援サービス
体制の整備が進められています。これ
は、互助活動を強化し、高齢者を地域
で支援する体制を作るものです。「生活
支援コーディネーター」は、この支援体
制づくりをサポートしています。
　一方で、介護予防のあり方も大きく
変わってきました。これまでの介護予
防は、介護予防サービスを中心に心身
機能の向上を目指していましたが、こ
れからの介護予防はそれに加え、全て
の高齢者を対象に社会参加を目指
し、地域で暮らし続けるための集いの
場づくりや住民の互助活動が重要に
なってきます。
　住民の方は、ご自分の住んでいる地
域で「助け合いの仕組みづくり」を進め
るために、生活支援コーディネーター、
地域包括支援センター、社会福祉協議
会など専門職をうまく利用していただけ
ればと思います。また、高齢者の方の
個々の取組としては、比較的元気なうち
から、社会参加のためのボランティア活
動や集いの場などに参加をしていただ
き、地域や人とのつながりを強化してい
ただく事が大切だと考えています。 

　このようなときは、ぜひ生活支援コーディネー
ターにご相談ください。高齢者が参加できる介
護予防活動、高齢者が集う場づくり、住民の方の
ボランティア活動などを支援しますので、ご連絡
をお待ちしています。
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　全国の市町村では生活支援サー
ビス体制の整備が進められていま
す。これは、互助活動を強化し、
高齢者を地域で支援する体制を作
るものです。「生活支援コーディ
ネーター」は、この支援体制づく
りをサポートしています。
　一方で、介護予防のあり方も大
きく変わってきました。これまで
の介護予防は、介護予防サービス
を中心に心身機能の向上を目指し
ていましたが、これからの介護予
防はそれに加え、全ての高齢者を
対象に社会参加を目指し、地域で
暮らし続けるための集いの場づく
りや住民の互助活動が重要になっ
てきます。
　住民の方は、ご自分の住んでい
る地域で「助け合いの仕組みづく
り」を進めるために、生活支援コー
ディネーター、地域包括支援セン
ター、社会福祉協議会など専門職
をうまく利用していただければと
思います。また、高齢者の方の個々
の取組としては、比較的元気なう
ちから、社会参加のためのボラン
ティア活動や集いの場などに参加
をしていただき、地域や人とのつ
ながりを強化していただく事が大
切だと考えています。
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