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仲よしご夫婦のご紹介 

土井知之さん＆香織さん 
Ｑ助け合いネットに来

た動機は？ 
 

♂自分の定年後を考

え、地域とのつなが

りを作るため生活支

援に登録しました。 

♀主人がとても楽し

そうなので私もやりたくなりました。「人手が

足りないみたいだよ」と聞き、私もできる事か

らやろうと思い登録しました。 
 

Ｑ生活支援をやってみて良かったことは？ 

♂喜んでもらえること。感謝されると気持ちが

いいです。今は犬の散歩支援をしてます。 

♀実は犬の散歩は息子と3人で行ってるんで

す。犬のおかげで家族の会話も弾んでいます。 

特に主人は会社人間なので地域とのつながりが

できて世界が広がりました。 
 

Ｑ仲よしの秘訣は？ 

♂適度に距離をとること。奥さんに従うこと。 

♀私は群馬出身です。群馬名物「かかあ殿下」

と言いますが、主人は協力的で私のやりたいよ

うにやらせてもらっていることが秘訣かな？ 

近江勝清さん＆絹代さん 
Ｑ助け合いネットに来

てよかったことは？ 
 

♀夫婦で歌を歌い、皆

さんと楽しく会食をし

ています。ここがある

から楽しみが増えまし

た。私は手話と歌、主

人は歌とマージャンと、あとは支える側でひま

わり畑の運転手もやっています。 

♂退職前は病気がちで落ち込んでましたが、こ

の場所が精神的支えの場になっています。 
 

Ｑ仲よしの秘訣は？ 

♀お互いに一歩引いています。主人の嫌がるこ

とはしません。私は手が悪いのでどこへ行くの

も主人と一緒！料理・掃除など家事一切をやっ

てくれます。３度の食事もいつも一緒！ 

主人に感謝して主人を大切にしています。 

♂言いたいこと８分に抑えてます。 
 

Ｑ助け合いネットに期待することは？ 

♀こんな場所をもっと増やしてほしい。家から

出る機会のない人は家で一人でポツンとしてま

す。高齢者や認知症のためにお願いします。 

高齢社会とサポーター 未来の縮図 
  

 
 

 平成24年と平成30年のサポーターの年齢構成を比較してみました。平成24年でサポーターの

多い年代は60代37％、70代32％でした。ところが令和元年は60代23％、70代44％に逆転してい

ます。では80代はどうでしょうか。平成24年4％に対し、令和元年は11％で最高齢88歳です。   

9年前のサポーターがそのまま持ち上がっているのが現状です。 

 日本の75歳以上の人口が全人口の18％以上になると言われる令和7年ですが、当法人は現時点

で75歳以上のサポーターはすでに52人27%を占めています。まさに助け合いネットは日本の高

齢社会の縮図となっています。一

方、30代を見ると2％から4％に倍増

しています。 

 当分の間、助け合いネットは子育

て世代の「金の卵」を温めながら、

高齢者世代のみなさんの活力に支え

られて活動を展開していきます。   

サポーター登録者193人令和元年5月1日現在 

％ 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1558171025/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuaWxsdXN0LXBvY2tldC5jb20vaWxsdXN0LzQ2NDM-/RS=%5EADB6RHzf87y1qxecG.wuZ7xpGrhF5U-;_ylt=A2RivckQfN5cdCkAEgOU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1558171025/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuaWxsdXN0LWJveC5qcC9zb3phaS85NzYxMC8-/RS=%5EADBgWAGm7pF6_n_rlxQ7y52b_vb2BE-;_ylt=A2RivckQfN5cdCkAAAOU3uV7


〒658-0046  神戸市東灘区御影本町6-15-17  

TEL ： 078-843-4029  FAX ： 078-842-2907  

午前10時～午後5時 （日・水 休み） 

（ＨＰ） http://hnw.or.jp  （Mail） info@hnw.or.jp  

発行責任者 ： 村山メイ子 

①こども未来寄付 １口1,000円から何口でも可能。 

未来を担う子どもの居場所「わいわい広場」と

「こども食堂」に使わせていただきます。 

    目標金額2,000,000円 
 

②助け合い寄付  １口1,000円から何口でも可能。 

居場所を提供し、人と人のつながりと助け合いを

大切にしています。居場所を継続するために旨水

館５店舗の家賃の一部をお支え下さい。 

    目標金額2,000,000円 
 

 

 

※事務局に持参していただくか、または上記へ 

 お振り込み下さい。 

※3,000円以上のご寄付には税額控除が適用され 

 ます。但し確定申告が必要です。 

平成３０年度 賛助会員 １０９名 

平成３０年度 正会員 ５２名 

平成３０年度 寄付者３８名 会員としてご支援くださったみなさま 

    ご支援ありがとうございました  
50音順・敬称略 平成30年4月1日～31年3月31日 

圷   光子 河合  将生 田中 鈴子 藤原 紘子 

芦田美紗子 北地 重義 田辺 克之 藤原 和男 

井上 綾子 久次米一良 谷垣 康子 三上文一郎 

今井 慶子 近藤 徹雄 谷口 照子 水野 節子 

宇治 初江 今野由美子 谷尻  仁 宮城 公子 

咲山 周一 齋藤  節子 玉澤 道夫 村松 和枝 

江藤 照子 繁治紀代子 千足耕一郎 村山メイ子 

海老名 巌 下村  由美 津田 文恵 安居 英子 

大城戸武子 下山  克美 田原   晋 安本 茂夫 

大田伊都子 瀬上  秀晴 當間  克雄 山口 一史 

越智 美恵 薗    直人 仲野  康代 山田 周二 

上総 吉延 高畑千恵子 中村  久子 山本ひで子 

金山さよ子 竹内 初美 橋本  渥子 渡辺 俊男 

   Hands on Tokyo 高田 憲二 福田 敏夫 

   Mad hu Motwani 武田 弘美 星  英光 

圷  光子 小林 弘子 近澤 圭子 前田 安子 

赤尾 圭子 櫻井 正次 趙  雪梅 宮城 公子 

伊藤 佳代 下村 由美 都藤 清美 宮本 節子 

稲垣 紀子 塩田 教子 中村 久子 水野 節子 

石谷 省一 芝田 幸江 服部 友郎 山下 一郎 

小方  寛 瀬上 秀晴 東山 昌宏 和田  武 

北地 重義 谷尻  仁 藤原 和男 匿  名 

近藤 徹雄 玉川 真清 藤塚 素子 （株）丸大食品 

会員または寄付者となってお支えください 

。 

赤尾 圭子 鹿子木藤昭 竹内 彬子 藤本美也子 

楊井 春菜 笠野 ユリ 竹内 雪男 冬木 民子 

浅井 澄子 金谷 信子 竹下 養子 保科 正彦 

阿部 君枝 亀井 寿江 武田 弘美 堀田 桂子 

出光 智子 亀井 和子 竹本 典子 堀込りう子 

糸井 公子 北田 建樹 田子 栄一 牧野 祥子 

伊藤 佳代 北村 生夫 田中 茂雄 正延 俊和 

伊堂寺真理 喜納 明子 津田 京一 松井 和子 

犬塚三和子 木原  勝  土井 裕子 松浦 一郎 

井上紀久子 熊谷 直毅 土居 克子 松崎 澄子 

入道 典子 栗下 一子 徳永みどり 松村  治 

入道康与志 河野 光恵 冨田 敬三  三谷  節子 

岩崎 庄司 古高 昭子 冨田あい子 三矢 桂子 

上垣 文子 小林 暉子 友田 昌作 宮本 節子 

上山 一郎 小林 幸子 鳥岡 由子 村上 仁志 

海老名久美子 佐藤ひろみ 長野 尚代 村上 弘子 

近江 絹代 塩田 教子 中谷 信一 森  賢治 

太田 豊子 城  信子 西村かほる 森口ミドリ 

大竹修四郎 杉浦 昭代 橋本 倫子 森山 勝子 

大西千鶴子 鈴木 治子 橋屋 清子 山形 啓子 

大西 節子 関茂シズ子 濱田 七重 山崎 敏子 

岡田多記子 瀬戸 和子 浜田 昭子 山下 幸夫 

岡野 安雄 相馬美年子 福山 節子 山本 勝敬 

沖  タキ 園 外茂治 福田 頼市 山本多香子 

尾畑 秋子 高田 憲二 藤田  公 吉田 昌二 

海藻 敬之 高野 隆次 藤本  隆 吉田 金満 

匿  名 高橋 百合 匿  名 西  方  寺 

(有）エイワ自動車    

振込先：郵便局 口座  01140-9-88648 

名  称：東灘地域助け合いネットワーク 

年会費  正会員  (個人) 1口  5,000円 

     賛助会員 (個人) 1口  3,000円 

          (団体) 1口  10,000円 


