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特定非営利活動法人グループリビング川崎会報誌 

     オリーブ通信   

～地域交流で新鮮な実を結びたい～ 

 
～第３回「COCO へ行こう！！」を終えて～ 

    

第３回「COCOへ行こう！！」実行委員長 原 博一 

 
第３回「COCO へ行こう！！」が盛況のうちに無事終えることが出来ました。 

小雨にも降られず、天候に恵まれたのはスタッフの皆様そして御協力いただいた関係者の皆様

のこのイベントに対する情熱の表れであると思います。 

 色々な催しの中で、特に小さな子どもたちが精一杯、歌やバレエを披露してくれた姿には小

泉総理ではありませんが、まさに感動しました。 

 さて、川崎市の安心ハウス交流支援モデル事業となって、少しでも地域の皆様に知っていた

だきたいとの想いから企画された全館挙げてのこのイベントも、回を重ねることに多くの方々

にご来場いただき、今回は約４００名参加の賑わいとなりました。 

 閑静な住宅地の中にあって、分かりにくい場所にある建物ですが、色とりどりの風船や、フ

リーマーケットを目印に立ち寄ってくれた人々がそれぞれの部屋に入って中を見学していた

だいたことは安心ハウスをご理解いただく絶好の機会だったと思います。 

 NPO は、地域の皆様との関わりを大切にした、高齢者のこれからの暮らし方としてのグルー

プリビング、そして、地域の文化的な交流の輪（趣味の教室等）を広げていますが、その参加

については、①自分が楽しく思えること。②学ぶことで自分のためになること。③入ったりや

めたりすることが気軽に自由であること。を大切にしていきたいと思っています。 

 後に、特にこのような市の支援金で行うイベントでは、その投資効果を考えねばなりませ

んが、御協力いただいた商店、企業、個人のご支援もあって、支援金からの今回の予算に対し

十分その役割を果たしていると思っています。そして、支援金の無くなる来年も皆で協力して

続けて行こうとの反省会での意見に嬉しく、皆さんの心意気を感じました。 

 

 

 

 

 

COCO 宮内からのメッセージ 
生活者が主体となって暮らし方を決めて、地域の人たちがさまざまなかたちでバックアップす

る。グループリビングという暮らし方が、今後もっと必要とされると確信して、広めていきた

いと考えています。そして、共に生きる豊かな地域社会づくりに貢献していきたいと思います。                        

- 設立趣旨書より抜粋 - 

第5号 2006 年 7 月発行 

発行者:グループリビング川崎 
〒211-0051 

川崎市中原区宮内 2-15-15 

TEL&FAX 044-797-0310 



 2 

《勉強会の報告》 
５月２１日（日）、手島好子先生を講師にお迎えし、「どう変わった？介護保険」 

（今年４月改定）というタイトルでわかり易く説明していただきました。  

約３０名の参加者は熱心にメモを取りながら先生のお話に聞き入っていました。 

当日の内容を簡単にまとめてみましたので参考にしてください。  

＊何が変わった？ 

比較的元気で「要介護１」の認定を受けていた人たちの約８０％が「要支援２」へ移行 

＊理由は？  

自分のできる事もヘルパーさんにたより、その結果、本人が老いるスピードが増してしまう 

＊目的は？ 

莫大な介護保険費用の削減と元気な高齢者の介護予防 

＊どうすればいい? 

  まずは居住地にある地域包括センターにてアドバイスを受け、地域の中での居場所を確保 

① 元気なうちに老いじたくをする 

   健康、介護、頼りになる人、自分の望む生き方、資産・財産管理などを考える 

② 自分でできることを増やしていく （自立支援） 

③ からだを動かし、いきいきと生活ができるようにする （介護予防） 

④ 住み慣れた身近な地域で自立した生活ができるようにする （地域作り） 

公助（国・市など）、共助（地域・仲間・ボランティアなど）がとても大切だと実感しました。 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

                             

 

   

 

                                          

 

                                         

 

   お問い合わせ・申し込みはお電話にてどうぞ   グループリビング川崎：☎ 797-0310 

 〈会員募集のお願い〉 
NPO 法人グループリビング川崎

は、現在、COCO 宮内入居者の生活
サポートを始め、アトリエ 21 での
趣味の教室開講やさまざまな勉強
会を通しての地域活動、など行って
おりますが、そのために多くの方々
のご協力・ご支援を必要としていま
す。 

私たちの活動にご賛同いただけ
る方、また一緒にボランティア活動
をしてくださる方、是非会員にご加
入ください。 
 
◎正会員  年会費 １口 \5,000 
◎賛助会員 年会費 
      個人 1 口 \ 2,000 
      法人 1 口 \10,000 

 

〈施設見学日〉 
◎ 入居希望者   随時 
◎ その他     第２・４金曜日 

（どちらも要電話予約） 

今後の予定 

* ８月１９日（土））夕方から 

多摩川花火大会鑑賞会（３階リビング） 

  * ９～１０月頃 勉強会（詳細未定） 

ご不明の点はお電話でお問い合わせください 

  

これからの人生をどのような形で送ろうか迷っ
ていらっしゃる方は、是非一度私たちのところ
へ見学にお越しください。お待ちしております。 

入 居 者 募 集 中  

【手島好子先生】 
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《 COCO へ行こう！》 
７月９日（日）、COCO 宮内のお祭り「COCO へ行こう！」が今年もにぎやかに開催されました。  

 川崎市安心ハウス支援モデル事業の一環としての 

イベントも、今年で３回目を迎えることができ、 

 皆様に感謝！ 当日の様子をご覧ください。 

                                         

                     

 

                                         

地元の方のご協力による取れたて新鮮野菜の販売    準備ＯＫ 

 

 

 

 

バレエ♪ギター♪歌♪とちびっこたちも大活躍      お腹もＯＫ? 

 

《３階でのイベントの様子》 

 

 

 

 

南米の楽器アルパ   ギターの発表     ギターの発表    コーラスの発表       ちびっこたちの歌 

《にぎやかなオリーブ通りの様子》 

 

 

 

 

お客様の様子   TACK のフリーマーケット  フラダンス    ヨーヨーつり    みらい２２自由市  

 

《感想》 

 入居者 H さん･･･ ３階の催しの抽選会で商品が当たりびっくりしました。 

 入居者 T さん･･･ 今年はまた一段とお客様が多くなってにぎやかでした。 

 入居者Mさん･･･ 人酔いしそうになったけどコーラスに参加しているので頑張って歌いました。 

せっかくのお祭り、楽しまなくちゃ、とメイクもしてもらってきれいになりました。 

 ボランティアとしてお手伝いいただいた佐山さん･･･イベントとしてまたスタッフの働きがいと

して両方の意味で楽しかった。 これを機会に COCO 宮内に親しみを持てるようになると感

じた。また、車椅子や杖を利用した人も気軽に参加できるイベントでとてもよかった。 

第３回 COCO へ行こう！！ 

◎  １０時イベントオープン 

フリーマーケット、ﾊﾟﾜﾘﾊ体験他（TACK） 

自由市、バレエ体験他（みらい２２） 

変身おしゃれ体験、医療福祉相談（桜クリニック） 

アトリエ展示、ハープティ、カウンセリング 

取れたて野菜の直売、ピアノやギターの演奏 

フラダンス、すいか割り、高齢者疑似体験など  

◎ １３時より ３Ｆリビング 

１３：０５ アルパ演奏 

 間奏 ピアノ教室ちびっ子の歌 

１３：２５ コーラスグループの発表 

 間奏 みやうちバレエ教室発表 

１３：４０ ギター教室発表 

１４：００ じゃんけん抽選会 
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《生演奏をお楽しみください》 
♪ 毎週木曜日  午後１時より ピアノとギターによる軽音楽 

  （リクエストにもお応えいたします） 無料 
♪ 毎月第４土曜日 午後７時より 「Evening Live」 
   （毎月趣向を凝らしてお届けいたします） 

         ワンドリング付 \500        

《ガーデン桜弐番館から》       
来館お待ちしてま～す！                

                                  

 

各種会合・パーティーなど承ります 

 

 
 

お店の名前「Be Born」（ビー・ボーン）とは、『再生する。生まれ変わる。』と言う意味です。 

東京青山にある洗練されたシンプルでゆっくり寛げるお洒落なカフェをイメージし、その素敵な空

間を広げて行きたいと思っています。イタリア人のシェフがいる 

わけではありませんが、料理好きな主婦が集まり、健康を第一に 

身体にやさしいバランスのとれた料理を目指し、日替わりでお出 

ししているリーズナブルなランチが好評です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

                                                

                         

Hello!! 

《Café Be Born からのお知らせ》 

♪ご好評いただいております Evening Live は毎月第４土曜日 

午後７時より行います。 また、木曜日の午後はピアノとギター

による軽音楽をお楽しみいただけます。 

お問い合わせ：Café Be Born ☎７８８-１９１３ 

【編集後記】 

地域の恒例行事となりつつある

「COCO へ行こう！」、心配した

お天気も何とかもち、多くの方

のお力で無事終えることができ

ました。心より感謝！ （Ｍ） 

【次回8/26 のEvening Live 】 

ベテランママの作るランチが評判 

TEL&FAX 044-788-1913 

日替わりランチ   \600 

（ｺｰﾋｰ付） 

カレーランチ    \600 

（サラダ・ｺｰﾋｰ付） 

サンドイッチセット \600 

ドリンク各種    \300 

デザート各種    \500 

（セット） 

その他;  

ヴァイオリン ●金子 聡子 

ヴァイオリン ●大内 耕太 

ヴィオラ    ●荘 美奈子 

コントラバス ●上野 由佳 

高齢者の方から可愛い赤ちゃん連れのママまで、幅広いニーズに 

お答えできるよう“笑顔のおもてなし”をモットーに、皆様に愛さ 

れるカフェにしていきたいとスタッフ一同頑張っておりますので、 

どうぞ宜しくお願いいたします。ご来店お待ちしています！！ 

  

【7月Live の様子】 【軽音楽の調べ】 

【スタッフが笑顔でお出迎え】 

お客様で賑うテラス席 

ワンちゃん連れ 

や車椅子の 

方もどうぞ    


