
１月 金田福祉村 “いちごの会だより”

☆ 新しい年を迎えました。 ２００６年度も皆様方のさわやかな協力的なパワーで地域に密着

した金田福祉村「いちごの会」ボランティア活動を拡げて 人とのふれあいを大切にし ともに支え

あえる福祉の 地域作りにかかわって行きたいと思います。

私達が取り組んでいる事例は 毎日の生活の中で何らかの形で誰もが引き受けていかなければな

らない課題だと思います。

出会った事例に心をこめて向かい合い 取り組んでいくことそれ自体に福祉村の活動の意義の大

半があると思います。

本年もよろしくお願いいたします。

1２月の活動報告より：

１２月５日 ミニデイ： クリスマスリースを作ろう

公民館の一階和室の一部にシートを敷き そこが

急ごしらえの作業場に変わりました。そこに予め準備

した材料を置いてお年寄り達とボランティア達が一緒

になってリースを作りました。

１２月１２日 福祉村ボランティアの七国荘親睦交流研修会

日頃福祉村活動に熱心に取り組んで下さる皆さん方に一日研修を兼ねて英気

を養って頂くために七国荘に出向いて親睦交流研修会を開きました。企画実施

は 研修･行事委員会が中心になって当日は朝９時３０分に金田公民館に集合し

２台のバスに分乗して七国荘に向いました。

到着後一部の人を除いて３０人あまりのボランティアたちは早速 野川会長

の先達の下に七国荘の周囲の散策に出かけました。七国荘の駐車場北側から

東寄りの緩やかな道を辿って愛宕神社境内まで登りそこから神奈川大学の大

きなドームを望みながら辺りの地勢や歴史にちなんだ会長のお話しをうかがい

ました。ちょうど美しい紅葉を背景にみんなで記念写真も取りました。

それから来た道を駐車場まで一旦戻って、そこから今度は西側に道を辿り里

山の風景を楽しみながら遠藤原一帯を登ったり下ったりして一巡り、一時間

あまりを散策しました。

正午近く七国荘に戻り、食堂で研修･行事委員会の皆さんの心づくしの

カレーライスを頂きました。午後はみんなで綾取りやゲームを楽しんでから２時半まで研修会を盛り上げ、その

後、保健師の小久保先生の指導の下ゴム体操で身体をほぐし研修を終了しました。 15 時金田公民館帰着解散

―――――他にもたくさん活動しました―――――

もうすぐ完成、飾りの

仕上げです

足も手も使います

記念写真も撮りました

西部市域を望んで会長の話を聞く

カルチャー･包丁の研ぎ方

講師は吉野さん 12 月 19 日

包丁の切れ味で料理の味が変わる？

吉野さんの説明で目からうろこ？

園児のお遊戯会参観 12 月 19 日

2 歳児のアンパンマンたちが精一

杯の表情でお年寄りを喜ばせてく

れました。

保育園でお飾り教室 12 月 15 日

園児たちといくつかのテーブルを囲

んで福祉村ボランティアさんと一緒

にお飾りを作りました。園児達も真

剣に説明を聞いています。



２月 金田福祉村 “いちごの会だより”

ついこの間、お正月を迎えたと思ったら、もう節分の時期を迎えてしまいました。一月は“去
い

ぬ”、

二月は“逃げる”、そして 3 月は“去る”と特に年の始めの三ヶ月は慌しく過ぎる譬えにもありま

すように、正に、「光陰矢の如し」です。 私達の「いちごの会」の活動も参加してくださる福祉

村ボランティアの皆さんのお陰で足掛け 5 年目に入りました。

最初の年は ひとり暮らしのお年寄りを対象にしたミニデイ活動と拠点におけるサロン活動が中

心でしたが第 2 年目には、各地区自治会館に出向いて開く、出向きサロン活動のアイデアが生まれ、

これに触発されるように地域活動班が編成されて私達の

活動が日常的且つ実践的なものとして地域の皆様の目に

映るようになって来ました。

更に第 3 年、4 年目に入ってからは地域の諸団体との

協働と言う目標のもとにミニデイ活動の中に金田保育園

の園児との交流活動を取り入れました。

この試みは現在金田小学校との日常的な交流に発展して

本年も既に３０名の福祉村ボランティアが２班に分かれ

て１月２４日、２６日学校を訪問して２年生を対象に

「昔はこんな事をして遊んだのだよ」と めんこ、ビー玉、

独楽、百人一首，カルタ、おはじき、お手玉、あや取り

などの遊びを指導しながら交流をしました。

こうした活動の流れは福祉村のネットワーク委員会で

発展的に取上げられて、いま金田では地域ぐるみで小学

生の下校時の通学路の安全を如何に守るかという大命題

に取り組むことになり、昨年暮れに地域の諸団体に声かけ

を行いました。今、この命題は連協に引継がれて検討され

ています。

１月の活動報告より：

１月２３日 ミニデイ： 園児の福祉村訪問 お琴に合わせて遊びましょう

この日のミニデイには金田保育園の年長さんにも参加していただいて福祉村のお年寄り達と一緒にお正月の

遊びを堪能しました。定刻１0 時過ぎにお隣の保育園からやって来た さくら組さんははちきれんばかりの元気で

大きな声で『お早うございます』と挨拶をしながら公民館一階のミニデイ会場に入ってきました。早速、三つの

グループに分かれてカルタ取りをしたり、手遊びをしたりしてお年寄り達と楽しいひと時を過ごしました。最後

は福祉村ボランティアさんの演じるお琴の曲にじっと聞き入りました。 自分達の知っている童謡を口ずさみな

がら最後までお行儀良く神妙でした。

お琴の合奏に聞き入る園児達

めんこに興じる 06.01.24

大きな平塚市郷土カルタに興ずる

通学路の安全確保を呼びかける懇談会

● その他の一月行事と活動
１月７日 カル・レク

藤沢市里山公園周辺を歩いて
七福神めぐり

１月９日 抹茶をたしなみ、
カルタで遊ぼう

１月１２日 パッチワーク教室
１月２０日 入野出向きサロン
１月２３日 ミニデイ：

園児の福祉村訪問
お琴に合わせて遊びましょう

１月２７日 長持出向きサロン



３月 金田福祉村 “いちごの会だより”

さあ、やろう「いちごの会」の活動を！！

少子高齢化の社会現象が如実になってきた今日、私達が苦労して創り出し 考え出した“人との

ふれあいを大切に…を謳った「福祉村宣言」を実践しなければならない必要性が迫っております。

いちごの会の発足と活動スローガンは誤りではありませんでした。

「いちごの会」では地域の中で色々な「困った」を抱えて生活をして居られる人の「困った」を解

決するために「声かけ」や ちょっとした「助け合い」で対応してまいりました。

「ボランティアさんの一言で元気付けられた」とか「毎日が楽しくなった」

と言う声が多く届いております。

地域内で多様な活動を展開されている諸団体と協働・連携しながら、更に「いちごの会」で体得

した心と技術をもって お互いが助けたり助け合ったりしていく人間関係を「いちごの会」の活動

の原動力としていきたいと思います。

２月の活動報告より：

２月 ６日 ミニデイ： 保育園児も参加してお年寄りと交歓

１０時３０分にお隣の保育園から２０名以上の年長さんがミニデイ

の会場に並んで姿を現しました。きちんと畳の上に座ってお年寄り達

に揃ってご挨拶をしてから、すでにお待ちかねのお年寄りのあいだに

入りました。これまでに何度かの交流で子供達も場の雰囲気に馴染ん

できた様です。

今日は綾取り遊びでした。一人でお年寄り達がびっくりするほど

達者に一人あや取りの出来る子がいたりして、お年寄りと一緒になっ

て楽しく過ごしました。

２月２０日 ミニデイ： ヒナ作り

去年の１０月１７日、絹地の小布を利用し、割り箸と輪ゴムを使

って絞り染めに挑戦しましたが、その時の作品を利用してお内裏様

の衣裳をつくりペットボトルの台に着せました。

みんな童心に帰って楽しく賑やかに雛人形が仕上がりました。

お雛様の勢ぞろい

出来上がりが楽しみです

僕にも出来るよ

いかがです・・この出来栄え！



４月 金田福祉村 “いちごの会だより”

みなさんで 福祉の心を研ぎだそう

いよいよ４月から平成１8 年度 「いちごの会」金田福祉村の活動が始動しました。

地域の人たちが長寿社会を楽しみ 健康で生き生き暮らすために 本年度も域内の各自治会館、公

民館を利用させていただいて「いちごの会」出向きサロンを４４回(毎週金曜日)、ミニデイを２４

回(第２・第４月曜日)、さらに「いちごの会」金田福祉村の拠点を源にして 他地域には見られない

福祉サービスの内容をボランティアさん個々の心によって地域内に研(と)ぎだしていただきたいと

思います。（参考：１７年度年間ボランティア活動者数 1,280 人）

本年の計画中に出向きサロンが午後にかかって各地域２回予定されております。 これは出向き

カルチャースクールとしてボランティアさんを含めた高齢者の介護予防（健康増進）と社会参加促

進をしたいための企画です。内容は皆さんと検討してみましょう。 カル・レク、支援活動も種々

ありますので地域とボランティアさんの協働により本年度も立派な共同作品を創りあげていきた

いと思います。

３月の活動報告より：

３月 ６日 ミニデイ： 広告紙を使って大きな千切り絵つくり

今日は 模造紙いっぱいに描いた椿の下絵に周りからみんなで手を出しながら

貼りこんで大きな千切り絵を作ろうという事になりました。I さんの描いた大き

な椿の線画を囲んでお客さんが座りましたが、人数が多くて座りきれないので

この絵を半分に切ってお客様を二手に分けて作業する事になりました。

ボランティアがお年寄りの貼り込む広告の色を選んでアドバイスをしながら絵

を囲みます。この共同作業は大成功で特にお年より同志が積極的に声をかけあい

ながら「ああでもない」｢こうでもない｣と色合わせの試行錯誤を繰り返しました。

後で二つに分けたこの絵を一つにまとめる事を考えて半分に切り分けた二つの

絵の接合部分の配色がチグハグにならない様に二手に分かれたチーム同士の連帯

も生まれました。

お蔭様で出来上がった作品の出来栄えは素晴らしいものとなりました。

３月２０日 ミニデイ： 園児の福祉村訪問 おまんじゅうつくり

保育園の子供達といっしょにおまんじゅうを作りました。お客様方は早々と頭を

三角巾で包みエプロンをつけて身支度を整えて子供達の到着を待ちました。

10 時半予定通り保育園のさくら組みの可愛い子たちが給食用のエプロン持参で会

場に着きました。 早速先生方の指示に従って４人づつ 5 班に分かれて手を洗い、

調理室に入りました。５つの調理台に分かれてボランティアさんの指示を受けなが

ら、お年寄り達といっしょになってアンコを丸め、皮を練り、そして丸めたアンコ

を包んでおまんじゅうを作りました。とても初めてとは思えない美味しいおまんじゅ

うに仕上がりました。試食の時、子供達の中から 思わ

ず「おかわり！」の声が上がるほどでした。

さいごに例によって大友さんが手振り身振りを入れて

面白おかしく読んでくださる むかし話にみんな真剣に

引き込まれてしまいました。

どうです この出来栄え

二手に分かれて作業

まんじゅうを丸める いただきまーす



５月 金田福祉村 “いちごの会だより”

定期総会をスタートに！！

さわやかな季節を迎え会員の皆様には、益々ご清栄のこととお喜び申しあげます。

日頃、金田福祉村 ｢いちごの会｣ 活動に一方ならぬご尽力を頂きまして有難うございます。お蔭様で新年度

金田福祉村「いちごの会」の総会も４月１７日無事に提案と議題すべてについて御承認を頂き 5 年目の活動

に入りました。大勢のボランティアさんの心が「いちごの会」活動の軸である「ふれあい・支援・話し合い」

に注がれて色々な課題も見えて来て皆様方のボランタリズムで対応されております。

本年も、さらに地域の諸団体と協働し支援を頂きながら活動を進め、特に介護保険制度の改正による包括

支援センターとの連携方法を構築しながら地域の皆さんに密着した「介護の世話にならない予防のため」の

活動を拡げて少しでも貢献できればと思います。

４月の活動報告より：

４月２１日 今年はカルチャースクールを各地区自治会館に出向いて開きます

これまでは公民館で福祉村の全体行事として開いてきたカルチャースクールを今年からは各地区のボランテ

ィアが中心になって持ち回りで開くことになりました。ご存知のとおり各地区では毎月第 1 週から第 4 週までの

金曜日に出向きサロンが開かれていますが、今後、このサロンの開かれた日の午後 1 時 30 分から 3 時まで午前

に引き続いてカルチャースクールを開くことになりました。それぞれの地区が年に 2 回、あわせて４地区交代で

年に８回、それぞれ当番の地区でカルチャスクールのテーマなどを工夫しようと言うことになりました。

第 1 回目は４月２１日入野自治会館で「車イスの取り扱い方 第４回」で平塚養護学校の橋爪先生ほか２名の

先生方に講師をお願いしました。毎年回を重ねるごとに車イスの取り扱いについての知識を深化させて今回は自

治会館のある神社の境内の凸凹道を回り歩きました。お年寄りを移乗させるための「お互いの体重の支え方」「片

麻痺の場合の介助」「トイレでの移乗」などについての実技指導や自治会館の車イス用のスロープを利用して上

り下りの練習をしました。金田全地区からボランティアさんが参加しました。来月は長持自治会館で開催します。

４月２４日 ミニデイ： れんげ畑の中で (ウォーキング、車で送迎)

４月２４日(第４月曜日) 午前１０時 初夏を思わせる陽気となり拠点から離れたレンゲ畑にミニデイの人た

ちが日除け姿で集まってきた。 かつては、桜の開花と並行してレンゲの紅色の絨毯と菜の花の黄色の帯が田園

地帯に見られたものだが今では見られない。 しかし金田地区にはその景色があった。 空高くさえずるヒバリ、

気温と降雨に刺激されて冬眠から目覚めたとばかりに一斉に鳴き出したカエルの声、参会者はレンゲの匂いやミ

ツバチの羽音にも負けじと歌い、手拍子を打って踊りまじりの楽しい時を過ごした。 また今年も拠点では味わ

えないありがたい感動とボランティアの心配りに触れ合うことができました。（参加者 ３１人）

ボランティア活動に参加して

地域の理解を深めましょう。

多くのボランティア 特に男性

の参加を歓迎しております。

側溝の蓋は斜めに横切る
前輪を落さない様に

スロープから台所へしっかりバンドを締める

レンゲ畑で賑やかに 日差しが強く日除けが取れません



ボランティア活動に参加して地域の理解を深めましょう

５月の活動報告より

６月 金田福祉村 “いちごの会だより”

「元気を塞がないで」
いちごの会 金田福祉村の活動もボランティアさんの努力で順調に進行しております。

拠点(たまり場)でのボラさんとの楽しい会話、出向きサロン、ミニデイが終わり帰宅される時の

笑顔や張りのある声など以前には見られない光景でした。過去４年、会員みんなで模索しながらた

どりついた結論は「人の孤立（つまり独居生活）は元気を塞ぐ」と言うことです。

家の中の生活と違う場での人との出会い(対応)が当事者にもボラさんにも普段とは違う生活意欲

(元気)を高めてくれる。福祉村で取り組んでいる出向きサロン、ミニデイ、サロンの「元気を塞が

ないための効果」は目に見える以上のものがあります。皆さんの心配りによりさらに効果を創り出

していきたいと思います。

●５月８日 ミニデイ：クレヨン使って指運動

ある靴屋さんに寄付して頂いた手提げの紙袋がぬりえの下絵にぴったりだった

ので早速これを活かしてみんなで思い思いの作品に仕上げました。

●5 月１２日 第２回カルチャースクールは寺田縄公民館で・・・

４月入野自治会館で行った第１回 地区出向きカルチャースクール｢車イスの

扱い方(その４)」に続いて今月は第２回 地区出向きカルチャーとして寺田縄自

治会館で「高齢者の為のストレッチ体操」の手ほどきを受けました。

講師は地域にお住まいの専門家小村渡岐麿先生です。はじめにストレッチの

基本的な概念について座学を受け、後半実技に入りました。 緩やかな動きの

中に、つぼを押さえたご指導に参加したボランティアさん全員が「気持いい」

｢こころよい痛みだ｣と言って先生のお話に共鳴して、このご指導の継続を希望

しました。 早速この願いは叶えられて、来月長持の自治会館で開催予定の

カルチャースクールを今月の後半に繰り上げて続けて小村先生のご指導を受ける事になりました。 講習が終わ

ってから全員が先生を囲んで、お茶を頂きながら老後に向っての健康談議に花を咲かせました。

・５月２２日 ミニデイ：柏餅を作りましょう

この日の柏もち作りについて１６日にリハーサルを

済ませていたボランティアさん達は万端の準備を整え

て調理室にお客様をお迎えしました。

はじめに調理の手順について説明を受けたあと上新粉

を捏ねて蒸して又捏ねてアンコを包んでそれを又蒸し

て柏の葉っぱに包みました。 出来上がってお皿に盛

った柏餅を見て全員が歓声を上げました。

・５月２２日 保育園支援 おいもの苗を植えました

この日は午前中のミニデイ活動に引き続き午後

２時から保育園の恒例のおいもの苗植えを指導し

ながら手伝いました。予め黒いポリシートで覆っ

て苗を挿す位置に穴をあけた畝の前にさくら組

(６歳児)とすみれ組(５歳児)の子供達が一列に並

んでボランティアさんと先生方の説明を聞いた後

一斉に苗を挿しました。

ストレッチ実技指導の風景

お皿に盛り付けるアンコをくるむ

全員並んで説明を聞く園児達一人一人手を添えて指導

手提げ袋の ぬりえ作品



６月の活動報告より

いま、金田福祉村ではサロンに来

られる高齢者の方々も福祉村ボラン

ティアさんと一緒になって今年の

｢七夕まつり｣に下げる小さな亀の子

や千切り絵などをにここ二ヶ月の間

コツコツと作り続けています。

少しづつ作りためた作品を部分的

にまとめては公民館のロビーや大階

段の壁に吊り下げています。

もう少し経てば竹竿に吊り下げら

れて見事な七夕飾りに変身すること

でしょう。

７月 金田福祉村 “いちごの会だより”

七夕飾りのことなど

七月七日または ひと月遅れの八月七日の早朝にサトイモの葉の露玉を集めて墨を磨り、五色の

紙に「七夕」「天の川」などと書いて新しい笹竹に結び、各戸ごとに門口に立てた懐かしい思い出

があるでしょう。

戦後、平塚の七夕まつりは昭和２６年(1951 年)から始まり、年毎に豪華さを増して全国的に宣伝

され期間中の観光客３６０万人の記録さえあるほどです。

竹飾りコンクール、七夕パレードなど毎年の協賛行事の積み上げの中から竹飾りには構想半年、

製作に半年もかける熱の入れ方の人が多いとか聞きます。

♪♪ 見るより聞くより踊るもの 七夕踊りは踊るもの

平塚名物なにがある 七夕踊りの意気がある

波もしぶきのゆかた着て 踊り明かすよ相模灘

見るより聞くより踊るもの 七夕踊りは踊るもの ♪♪

福祉村いちごの会ボランティアさん 阿波踊りに似た「平塚七夕おどり」の歌にあわせ お互いの

亀寿(健康)を願って楽しく踊り、活動していきましょう。

●６月１２日 ミニデイ：血圧測定 指運動

この日は市高齢福祉課より栗田利江保健師に来て頂いて梅雨時の体調管

理についてお話を伺いました。

第一に疲れをためない様にすること：その為には三度三度の食事をき

ちんと食べて睡眠を十分に取ること

第二に脱水に気をつけること：毎日水分を十分に取ること、食事以外

に 1 リットルの水分が必要である

と言う先生のお話の後で健康相談や血圧測定を行いました。

また、今日のテーマである指運動では予め準備してあった花の下絵に広告

紙を千切って貼り込む千切り絵を行いました。高齢のお客様にボランティア

が寄り添って広告紙の中から貼りこむ花の茎や葉や花弁の色を見立てながら

部分部分を千切りとり、それをお客様といっしょになって精一杯指を動かして台紙に貼り付けました。

千切り絵制作の様子

お話しをされる栗田保健師

部分的に纏めた飾りの一部

サテンの布に貼りつけた水引の亀

金田福祉村では

＊「四時から村」や

＊小学校の登下校の見守りや

＊簡単なパソコン入力など

を

手伝って下さる

ボランティアの方を

募集しています

ご連絡は拠点 電話 35-4670 まで

地域の皆さんのご協力を

お待ちしています



８月 金田福祉村 “いちごの会だより”

工夫していきたいこと

暑い八月が巡ってきました。金田福祉村｢いちごの会｣拠点の活動も金田福祉村独特の形が定着してきた

様に思えます。狭いながらの毎日ですが 人の気で溢れ、袖をふれあい、気楽に集える立ち寄りの場所にな

りました。もっと大勢の人の立ち寄りを工夫したいと思います。利用される人の心に配慮しながら拠点の

部屋空間(事務室)の工夫していけたらと予定しております。七月の理事会の委員会報告から･･･

１）毎月の拠点当番の予定表にボランティアさんが都合できる日を積極的に且つ自主的に記入して頂きた

い。当番は午前･午後に分かれているが、サロン当番のみであった人も午後 3 時まで延長協力して下さるよ

う 9 月からは広く依頼する予定です。

２）ネット委員会では早速 7 月 17 日児童･中学生の通学路と高齢者が買い物に行く道路の安全点検につい

て自治会他団体に工夫改善努力していただくように会合を開き話し合いました。

7 月の活動報告より

公民館の七夕飾りが一等賞になりました

半年かけて金田地区の皆さんが力を合わせて作った公民館の

七夕飾りが金田地区のコンクールで一等賞を獲得しました。

これで七年間連続トップの栄冠だそうです。この七夕飾りに

は福祉村の拠点サロンやミニデイに集まったお年寄りやボラ

ンティアの皆さんも参加してコーディネーターのＩさんのご

指導のもとにコツコツと作りためた膨大な数の部品を結集し

て水引の亀や似顔絵の下げ飾りとして纏められました。

7 月５日 この日までに小ブロック毎に組み立てて公民館の

ロビーや大階段の踊り場に吊下げてあったものを愈々本番に

備えて三本ほど束ねた孟宗の太い竹に吊下げました。

7 月 6 日 この七夕の出来栄えの喜びを地域の皆さんと分かち合おうではないかと地域のお年寄り達をお

招きして福祉村のいつもの顔ぶれも一緒になって賑やかなひと時を過ごしました。 飯島地区の出向きサ

ロンの日程も一日繰り上げて今日だけは公民館で七夕かざりを鑑賞しました。 この賑わいを来年から恒

例行事にしようと言う話が誰からともなく出て来て 7 月 12 日の理事会で研修・行事委員会が七夕交歓会と

言うことで担当することになりました。

見事に出来上がった金田の七夕飾り

吊下げを待つばかりの水引き亀と
パウチされた似顔絵の下げ飾り

水引の亀とパウチの似顔絵は
皆さんが作った力作です

竹竿を立てる準備も大掛かりです

七夕交歓会の様子 七夕交歓会の後の記念撮影

紀子さまおめでた



９月 金田福祉村 “いちごの会だより”

工夫してみたいこと その２

8 月の金田福祉村、いちごの会 拠点、サロン、支援活動も終わりました。

猛暑の中での牛乳パック３００枚と新聞紙利用の再生和紙づくり、大勢のボランティアさんの協

力を得てユニークな和紙が実験的に生産されました。当日の室内外の温度差と作業内容は印象的

でした。残暑にも負けない工夫もしてみてください。

１．理事会でも話題になったボラ・コーディの増幅の件。（拠点当番の日お弁当持参でコーディネ

ーターさんと協力）従来は委員会の推進委員がこれに当たってきたが午前中コーディネーター

２人とボランティア２人の４人。午後２人で運営してきたが、都合のつくボランティアさんは

午後にわたって協力できないものか、効率的な当番表が出来ると思いますが･･･

２．物置、押入れが満杯の時があるので工夫したいものです。

３．歌集、サロン活動の遊具などの補修と新作など･･･

４．工夫してみたい、工夫して欲しい など提案するボックスの設置。

５．カルチャースクールの内容テーマを委員会ごとで主催でき

ないものか。

８月の活動報告

８月１，２，３，４日：和紙作り

材料は金田保育園の毎日の給食の時に出る牛乳パックを回収して頂き、

それをほぐして細かく砕いて和紙に再生する作業です。

ボランティアの有志による炎天下の大作業でした。色々工夫して色紙を

漉き込んだりして趣のある紙が、たくさん出来ました。

完全に乾しあがってから、今後のミニデイ活動の時、千切り絵などの

材料として使うため保存しました。

8 月 14 日（月）聞かせてよ 昔の話を

｢聞かせてよ昔の話を」この行事も恒例となって今年は第四回目となり

ました。 予め原稿を募集し、それを整理し、資料としてこの日の参会者

に配り、原稿の作者には、ご出席をお願いして体験を語って頂きました。

関東大震災、戦中戦後の体験など貴重な証言が得られました。

金田大楽の若者達も熱心に参加してくれて今日の会場には明治、大正、

昭和、平成の四代の人々が集まって、生々しい昭和現代史の語り継ぎを行いました。

通学と生活道路の安全を考える集いが開かれました

7 月 17 日ネットワーク委員会では交通安全協会、長寿会、連協、駐在所 など地域の団体の方々から、学

校周辺の子供達の通学路の安全と、しまむらに買い物に通うお年寄りの為に、所謂生活道路の安全確保に

ついて色々意見を聴く集いを持ちました。 現在、村で調べたところでは朝 8 時から 8 時 30 分までの 30

分間に金田小学校の正門前を通過する自動車の数は 445 台ありました。これは、4 秒に１台の割合で車が

通っている事になります。皆さんはどう思われますか？ 又、公民館の前からしまむらへ向かう道路は歩

道の確保が完全に出来ているとは思えません。 いくら注意しても歩道を通らずに車道の端を歩くお年寄

りが絶えません。 どうしたら良いのでしょうか？ こんな事について皆さんから活発なご意見を聞くこ

とが出来ました。 詳しい会議録は福祉村にあります。

拠点の縁側でパックを漉く
ボランティアの皆さん

炎天のお蔭で乾燥はバッチリです



10 月 金田福祉村 “いちごの会だより”

彼岸花に思う

「暑さ寒さも彼岸まで」お彼岸の黙約をたがえず彼岸花は野にも田のあぜにも群が

り咲き、毎年領地を拡げて行く。（根こそぎ掘り去られていく場所もあるが）あの

花の紅殻色は子供の頃はあまり好かれなかったが、最近は原色好みになったせいか

もてはやされている。唐風の昔に戻ったのかもしれない。彼岸の日を中心にカメラ

を担いで高麗山の浅間山下(高根老人会の管理)北豊田、小鍋島方面のあぜ道を歩き回

った。きれいに咲いていた。どうして子供のころ嫌われていたのか。

ヤケドバナ、カジバナといって家に持ち込むと火事になると叱られた。ドクバナ、ハッカケは花

時に葉がない、葉が欠けているから言ったものか？ ユウレイバナ、シビトバナ、墓地からの連

想だろうか。子供のころ花や茎を良く遊びに使い親に叱られたりもした。

９月の活動報告から

9 月 6 日：DCU 学生の研修来村

６人の田園調布学園大(DCU)の学生が研修のため金田福祉村のサロン活動に参加されました。

午前十時、平塚市福祉課の K さんの案内で DCU の学生６人が福祉村の拠点を訪ねて下さい

ましたが、すでに、狭い拠点がお客とボランティアさんで賑わっていましたので、学生さん

達には活動参加に先立って会長と副会長が当福祉村「いちごの会」について簡単な説明とオ

リエンテーションを拠点の前庭で立ったまま行いました。 そのあと、早速、サロンのお年寄りやボランティア

さんの間に入ってもらってお客さんたちと一緒に色付きのポリエチレン包装袋から作ったテープを使った造花

を作りました。

高齢者福祉の基本中の基本は 「声かけ」と「見守り」の二つに尽きます。お客様と一緒になって声をかけ合

って一つの作品を作る。 知らず知らずのうちに手を動かし、指を使って脳の活性化を図ります。

福祉村のサロン活動の大きな目的の一つはお年寄り達が出来るだけ介護保険のお世話にならずに身体機能を

維持できるようにする事です。

福祉村のお年寄りたちも若い学生さんたちが６人も活動の輪に入った事でいつもとは違った若やいだ雰囲気

が生まれました。たえず起こる歓声や笑い声に午前中の２時間は瞬く間に過ぎて

しまいましたが、学生さんたちはどの様な感想を得られたでしょうか？

９月７日：七夕飾りコンクール一等賞 受賞祝賀会

７月はじめの七夕まつりから、大分 日にちが経ってしまいましたが、今年も金田

地区では公民館の作品が一等賞に入選し、これで５年連続一等賞を獲得したことに

なります。 これを祝って、この飾りつくりに携わった皆さんをお招きして手づく

りのお弁当をいただきながらささやかな祝賀会が開らかれました。

半年以上も前からコツコツとサロンやミニデイに集まっては飾りに下げる水引の亀などを沢山作って協力した

福祉村のお年寄りやボランティアさん達もおおぜいで参加させていただきました。 飾りの部品つくりの苦心談

や、早くも来年の飾りをどうするかと言った話に会場はたいへん和やかな雰囲気に包まれました。

９月１１日 福島市吉井田町自治会役員８名来村

６日の調布学園大学生の来村につづいて、この日は福島市吉井田町から８名の自治会

関係役員の方々の訪問視察を受けました。 ご一行が 予定より早く到着されて、拠点を

開けるまでお待たせしてしまいましたが、却って、私たちの普段の有りようをざっくば

らんに見ていただく事になった様に思います。 この日は ちょうどミニデイの開催日

に当たっていて、調理室で お年寄りたちにも加わって頂いてボランティアさんと一緒

に「お月見だんご」をこねて丸める様子なども見ていただきました。

お年寄りと一緒になって

祝賀会歓談の様子

視察後の意見交換会

会長撮影の
彼岸花
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写経のすすめ

写経とは一般的に般若心経を書くことをいいます。字数は二百七十六文字あります。

十時になると皆さんそれぞれに写経を始めます。約二時間熱中して行います。

静かな中で何も考えません。意味はなかなか分かりませんが、

写経することで何か心が落ち着きます。月に一回ですが写経で静寂の中に浸りましょう。

｢自分も写経をやって見たい｣とご希望の方は福祉村へ連絡して下さい。

小川芳秋先生がご指導して下さいます。

私達は福祉村で月末の水曜日に午前中写経を行っています。

出来上がった作品の数々

椿 の 実 、 西 瓜 や 南 瓜 の 種 、
小豆や緑豆、そしてどんぐりやハ
ゼの実など色々な木の実を集めて
色をつけたり、ボンドで接ぎ合わ
せて個性的なブローチが出来まし
た。素晴らしい出来栄えに秋の七
国荘出向きミニデイには皆で胸に
着けようと大喜びでした。

1１月 金田福祉村 “いちごの会だより”

歩く楽しさ カル･レク 三島周辺散策（三島大社・楽寿園）に参加して

朝 8 時 30 分平塚駅集合、総勢 26 名は 8 時 46 分発の電車で出発しました。案内して下さる亀井さんは

以前、金田に住んでおられたとか、現在は三島に居住されていて快く案内を引き受けてくださいました。

まず、旧小松宮家の別邸で市の文化財となっている寿楽園を見学しました。広い庭園と宮様の住まいで

あった高床式数寄屋造りの建物と内部の彫刻や襖絵に往時の美的感覚に触れることができました。寿楽園

の湧水池を思い浮かべながら堀川用水路に進み、せせらぎの流れの中を幼い頃の川遊びにも似た 飛び石と

木道を歩きながら子供の頃に思いをはせて、いつまでも歩いていたい感じでした。

湧水の流れを見ながら深いみどりに包まれてお昼を食べているとカワセミが私達を歓迎するように、低

く飛んでくれ思わず息を呑む光景にも出遭いました。雷井戸に足を伸ばし、今でも滾滾(コンコン)と湧く富

士の伏流水を汲んで口に含むと本当に甘露の味がしました。

歴史の古い三嶋大社にもお参りしました。さすが源頼朝が祈願したお社

（オヤシロ） だけあって境内の木々は昔を語りかけて来るようでした。

本殿の造り・屋根の造りをウォーキングの剣持克美さんが説明して下さり、

八双造りの屋根を知りました。

10 月 10 日 保育園児と交流 コーナー遊び

10 月 23 日 木の実でブローチを作ろう 於金田公民館

10 月 27 日 カルチャースクール 於長持自治会館

クリエイティブ･カミヤ 関根明仁さんを講師にお迎えして「転ばぬ先の杖」と題してお話をして頂きま

した。一人暮らしの高齢者がこれから暮らしていく上で「我が家を終の棲家として安全に且つ快適に暮ら

せるようにするにはどうしたらよいか」その知恵と工夫についてお話して下さいました。

公民館のロビーで輪投げ
をする園児とお年寄りた
ち･･･輪投げの輪は福祉村
ボランティアが広告紙を
使って手作りしました

和室でトントコ紙相撲に興
じる園児とお年寄りたち･･･
折り紙の力士は拠点のサロ
ンでお年寄りが折りためた
ものです

ピンセットも使って･･･ 真剣です

八双造りの説明を聞く参加者

10 月の活動報告から



七国荘出向きミニデイ

手作りのケン玉に興じる

12 月 金田福祉村 “いちごの会だより”

皆さんの力で福祉村の推進を

今年も師走になりました。ボランティアの皆さん福祉村活動への支援活動ご苦労さまです。

私達の福祉村活動は新平塚市総合計画改定基本計画に位置付けられて平成 10 年度より 18 年度に

かけて 7 地区の福祉村が各地区住民の主体的参加によって身近な相談、生活支援、サロン活動な

ど展開中で更に次年早々には新しい村が誕生します。福祉村の事業活動は平塚市総合計画を推進

する保険福祉推進委員会の重要な所掌事項となっております。福祉ニーズの増大その多様化に適

切に対応していく為に関係者と連携、会話を積み重ねながら金田福祉村、いちごの会の地域計画

課題を皆さんとの協力で総合的に前進していきたい御協力をお願いします。

11 月 13 日

前日まで強い風雨で心配したお天気も嘘のように晴れ

て、恒例の秋の七国荘出向きミニデイも予定通り催す

ことができました。 お招きしたお客様３９名に同行

したボランティア２４名と市高齢福祉課よりの保健師

さん１名を加えて総勢６４名がマイクロバス２台に分

乗して七国荘に移動してのミニデイです。 この出向

きミニデイも今回で６回目になります。これまで雨に

降られたことは一度もありません。皆さん「晴れ男」

に「晴れ女」の集まりですね。

棒体操で体をほぐします

11 月 22 日

福祉村の活動には民生委員さん方の

ご協力が欠かせません。地域福祉のた

めにどの様に連絡しあって活動して

いくかについて活発な意見の交換を

しました。（ネットワーク委員会）

民生委員との意見交換連絡会

11 月 24 日

長持自治会館
出向きサロン

11 月 25 日
カ ル ・ レ ク
鎌倉方面散策


