まちのほっとスペース紹介

まちの縁がわ朝日町（昭島市） 「ここっちゃ」
2014年12月
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気軽に立ち寄れ、話ができて、異年齢の人が交流のでき
る場所を作ろうと、子育て中の人をはじめとして多世代
の 14 人のスタッフが参加し、和気あいあいと活動して

ほっとスペースの機能は今後、地域包括ケアや自治体
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↑利用者と一緒にお団子作り

の篠原さんからは、若い人・子育て中の人も孤立しない
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よう、地域につながる場が必要だという思いを聞かせて
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サポーターとは『地域ごとに必要な機能をつくり、市民が参加し利用するまちづくり型福祉』 2014 年 11 日 1 日現在
を推進し、豊かな地域社会づくりにつなげるために、インクルーシブ事業連合の運営および助成 インクルサポーター
の財源を寄付で支える、個人または団体のことです。
328 人・345 口
＜会費＞ 個人 3,600 円/年 団体 10,000 円/年
目標 2000 口(>_<)
※生活クラブ組合員の場合、登録制で 300 円/月を共同購入代金と一緒に引き落としができます。
★サポーターになるには、
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登録ください。
ください。URL http://inclusivehttp://inclusive-gr.com /
郵送先：〒156-0051 世田谷区宮坂 3-13-13 ３F「生活クラブ・東京」内 インクルーシブ事業連合
ファックス:
ファックス: 0303-54265426-5203

〇高齢者のみならず障がい者や社会復帰を目指す方、
DV 被害者、一人で生活するのが不安と感じている
方など、年齢制限なく入居可能。アパート契約なの
で暮らし方は自由です。
〇介護保険サービスやかかりつけ医もそれぞれが契
約します。サポートハウスのサービスとしては、朝
晩２回の安否確認と相談支援、相談緊急時対応（希
望者に緊急コール）。家賃、共益費を加えても生活
保護受給者や年金暮らしでも入居可能な料金設定
となっています。
〇コミュニティルームでは、地域に開かれた場として
編み物教室やはがき絵などの趣味活動も行われて
います。

ラポール城南
ラポール城南：
城南：サテライト特養
サテライト特養、
特養、認知症デイ
認知症デイ、
デイ、共生型
コミュニティ「
、訪問介護
コミュニティ「かるがも」
かるがも」
、訪問介護、
訪問介護、夜間対応型訪
問介護、
問介護、サポートハウス城南
サポートハウス城南、
城南、在宅介護支援センター
在宅介護支援センター

↑地域交流の場「かるがも」

〇サポートハウス和と同じく、制度外の事業として
様々な状況の方を入居対象者としています。
〇特養はラポール藤沢のサテライトとして、16 室
の個室があり、生活は利用者それぞれのライフサ
イクルに合わせ柔軟に対応、個室はベットのみ用
意されており、その他の家具は個人のもの。
〇「かるがも」は誰もが気軽に立ち寄れる「居場所」
。
地域住民主体の運営会議が行われています。

〇1994 年に開設された、いきいき福祉会最初の事
業。特養は 10～20 人の小さなグループによるユ
ニットで、顔なじみの関係を大切にしています。
〇介護職員は寄り添う人という意味で「パートナー」
という言葉を使っています。

〒

メールアドレス
・一般 ・助成を受けた団体

↑敷地内の通路は子どもたち
の通学路にもなっている

〇あおいけあでは｢高齢者とスタッフがキャストで
地域がゲスト」じいちゃんばあちゃんとスタッフ
は、看る看られる関係ではなく地域づくりの仲間。
〇高齢者のアイデンティティ（存在意義）に着目し、
大工仕事、料理、農業、縫い物等、それぞれ得意
分野を発揮してもらうことで、元気になってもら
う。高齢者を社会資源とした取り組みが、地域づ
くりにも繋がっています。

↑サテライト特養
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↑民間アパートを改装したサポートハウス和（ラポール平塚）

電話：
電話：0303-54265426-5207
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・生活クラブ生協（組合員コード：

）
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）
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にアクセスしてください！
【インクルーシブ事業連合構成団体】生活クラブ生協・東京/
生活クラブ生協・東京/２３区南生活クラブ生協
２３区南生活クラブ生協/
区南生活クラブ生協/北東京生活クラブ生協/
北東京生活クラブ生協/多摩きた生活ク

の 他 （

ラブ生協/
ラブ生協/多摩南生活クラブ生協/N
多摩南生活クラブ生協/NP
/NPO法人ｱﾋﾞﾘﾃｨｸﾗﾌﾞたすけあい（ACT)/
法人ｱﾋﾞﾘﾃｨｸﾗﾌﾞたすけあい（ACT)/社会福祉法人悠遊
ACT)/社会福祉法人悠遊/
社会福祉法人悠遊/東京ﾜｰｶｰｽﾞ・ｺﾚｸﾃｨﾌﾞ協同組合

申し込み口数

個人（

）口

1口

3,600 円/年

団体（

）口

1 口 10,000 円/年
/東京ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾟﾜｰﾊﾞﾝｸ/NPO
東京ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾟﾜｰﾊﾞﾝｸ/NPO 法人市民ｼﾝｸﾀﾝｸひと・まち社/
法人市民ｼﾝｸﾀﾝｸひと・まち社/認定 NPO 法人まちぽっと/
法人まちぽっと/東京・生活者ﾈｯﾄﾜｰｸ/
東京・生活者ﾈｯﾄﾜｰｸ/特定非営利活動
特定非営利活動

※ ご記入いただいた個人情報は、インクルーシブ事業連合のサポーター登録およびお知らせの送付に限り使わせていただきます。
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