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金田福祉村いちごの会だより 平成 1９年（2007 年） １月号

年の初めに

一年の歳月が過ぎ新しい年を迎えました。

金田福祉村 ｢いちごの会｣ の活動も事故なく、利用者の様々な笑顔と会話、そして、拠点での安堵感などが見え

てきたことは医療に勝るボランティアさんの毎日のケアの賜だと思います。

この情景を作り出すことが「いちごの会」の狙いでありますが、振り返ると毎日の支援活動は忙しい日々の連続

でありました。忙しさに紛れて私たちは感謝の心と言葉を忘れていたのではないかと思います。

ことわざに「一番早く年をとるものはなにか･･･感謝の心･･･」とありますが、今年こそ、全ての面でこのことを

忘れないよう努めて行きたいと思います。

12 月 11 日 ミニデイ リースつくり

毎年、１２月になると福祉村の活動も多忙を極め

ます。 年末を控えてミニデイの活動も年越し準備の

色を増します。 福祉村に来られるお年寄りたちのお

家の注連飾りや、クリスマス飾りを自分たちの手作り

で作ろうと言うのです。

保育園の園児たちにも注連飾りを作ってお家へ持っ

て帰って貰います。 日本のお正月の伝統を伝えたいからです。

福祉村では十数名のボランティアさんがひと月も前から集めたサンゴみずき・松葉・

栴檀の実・千両・松の実・千日紅・水引などの材料を仕分けて保育園児や小学生やお年

寄り向けに指導し易いように下拵えしたりして準備をしました。

12 月 8 日 保育園でお正月飾り作り支援 12 月 11 日 ミニデイでリース作り

12 月 18 日 拠点サロンで正月飾りつくり

１２月８日 保育園に伺ってお正月飾りを作りました

５歳児２５名、ボランティア１０名で 「来る年も良い年であります様に」と･･･ 願いを込めて盛り沢山のパー

ツを 「どこに付けようか？」･･･ 園児に希望を聞きながら目打ちで穴をあけ、小さな手がパーツを差し込む約１時

間あまりでしたが、賑やかに立派なお正月飾りが出来上がりました。 ひと足早くお正月の歌も出て、歌いながら

園児の「これ、もらえるの？」･･･ 「ママに上げるの」と目がキラキラ！･･･

肌寒い日でしたが、ボランティアも園児から元気をもらった嬉しい時間でした。

11 月 25 日 秋まつり支援活動に参加して 一輪挿し籠つくり

私は一輪差しのカゴ編みの担当でした。

さて、今日の秋まつりで カゴ編みに来てい

た生徒さんも作ることが大好きな生徒さん達

で一生けんめい編み方を覚えて、カゴが完成

した時はとてもうれしそうでした。

私も含め 担当で行かせていただいた福祉

村ボランティア全員もたいへん良かったと思

って帰ってきました。 カゴつくりに挑戦した生徒さん達も、これからも物を作ることに楽しさ、うれしさを感じ

て行ってほしいと思います。

立派なリースが出来ました 拠点で準備作業

サロンで正月飾り作り

すごいでしょう！
一輪挿しのこの出来栄え

みんなで作品を抱えて

12 月の活動から

ボランティアさんの投稿から



- 2 -

写真と説明入りの絵地図

恒例のお抹茶をいただきますカルタ取りの様子

金田福祉村いちごの会だより 平成 1９年（2007 年） ２月号

金田福祉村では二月三日、節分会の豆まきを飯島地区で地域散策と親睦を兼ねて実施いたします。

年の暮れから年の初めにかけての日本人の一年間の無病息災を願うひたむきな慣わし、･･･年の暮れの 一つ目小僧、

一月の団子焼き、そして節分の豆まき等をして清新な新年が始動する。･･･

昔の農漁業中心の社会では辻の道祖神や村の鎮守さん、八坂神社などは地域にとって平和と安全、そして健康や

五穀豊穣を祈願し、凶事の お払いごと等を行う大事な人々の心のよりどころの場であったようです。

時には皆様が出遭われた故郷の伝承話しでも話し合われたら如何なものでしょうか？お聞かせください。

１月の活動から：

１月２０日 新 年 賀 詞 交 歓 会

金田公民館主催で金田地区の賀詞交歓会が開かれました。賑やかな賀詞交歓の席で来賓の大蔵市長のご挨拶があ

り、その中で市長は金田福祉村の活躍振りについて、「出来る時に出来る人が支えあって地域福祉に素晴らしい貢献

をしている」と、ご挨拶の大半の時間を使って私たちの福祉村活動について高い評価の言葉をいただきました。 地

域を支える福祉団体として益々自覚を高めてお互いに協力し合って頑張って行きた

いと思います。

１月１６日 金田小６年生の地域安全マップの発表会

金田小学校の６年生が各地区の登校班ごとに自分達の通学路の安全マップを作りま

した。これを去年のチャレンジタイムに発表しましたが偶々、これを見た連協の片山

さんが大変感心されて、是非、地区の住民や PTA の皆さんにも見て頂こうと言うこ

とで福祉村からも２４人のボランティアさんが学校の体育館を訪れました。

体育館の北と南の壁面にずらりと貼り出された１８枚の模造紙いっぱいに書かれた

地図に子供達が通う道筋に沿って危険な場所や注意すべきポイントが克明に写真とともに書き込まれていました。

この１８枚の地図を三つのグループに分けてそれぞれに参観者が固まって地図ごとに担当した生徒達が説明する言

葉に聞き入っていました。熱心な地域の人たちの質問に

生徒達も真剣に答えていました。

１月８日 ミニデイ “新 年 会”

午前１０時より金田公民館１F 和室で今年最初のミ

ニデイが開かれました。 元気にお集まりいただいた

１４名のお年寄りと１３名の福祉村ボランティアたちは

会長の新年の挨拶のあと恒例のお抹茶を頂きました。

一人ひとりボランティアさんの説明で茶筅の使い方を

教わりながら自分で泡をたてて最後の一滴までいただきました。 それから「平塚の歴史カルタ」取りをしました。

平塚の名所旧跡など歴史を織り込んだ大判のいろはカルタです。

ボランティアもお年よりも全員が二組に分かれて、それぞれお年寄りが読み札を分け合って交代で読み上げます。

若いボランティアさんが取り札を囲んでとります。

そのうちに読み手のお年寄りも身を乗り出して、ボランティアも一緒になって取り札を囲みました。 みんなの

気持ちが若やいでひとつに解け合いました。 最後は取った取り札の数の順に歌をうたいました。

本年最初のミニデイも順調に滑り出しました。

1 月 6 日： 理事会

１．２００７年度 年間

カレンダー作成に先

立って

２． 第６回定期総会

開会に向けて

1 月７日： 調査・広報委員会

１． 月刊《福祉村便り》第１号を

４月に発行することにし、２月中に構

成その他紙面の設計試作を行う。

２． ３月１１日（日曜日）それを

全員で検討

気分一新、新年早々各委員会が始動！！
１月１１日： 支援委員会

１． 買物支援について、

それぞれのケースに合わせた

活動内容を策定

２． 保育園支援について、

あんみつ姫、いちごの会それ

ぞれの年間計画を決める
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コマの向き･羽根の位置･花は？･･･

金田福祉村いちごの会だより 平成 1９年（2007 年） ３月号

「ふしだら」と言う言葉の発見

金田小学校の芸能祭を見学しました。(１０月２日)
愛知県東栄町の「志多ら」和太鼓保存会の各種太鼓と笛を交えての実演で小学生も真剣に和太鼓のエネルギー

と演技者の動作に引き込まれていました。終了後、保存会のリーダーに聞いた話の中に『平安時代の昔から農

民たちの間で広く信仰されていた行事で神事に手を叩いて歌う歌を「志多良歌」といい、子供が手拍子をとっ

て歌う遊戯として残っているが、現在の「ふしだら」と言う語源も太鼓手拍子が上手く打てる者を「したら」

といい、上手く打てない者を「ふしだら」といって、村の行事の時に老若子供までチームワークを組んで練習

したものだそうで、志を持った者たちが集まり ひとつの事を成し遂げていくと言う意味も込められている』

と語っておられました。チームワークの大切さを再確認した場でありました。

2 月 3 日 カルレク “節 分 会”

「いちごの会」で二月三日節分祭の豆まきに参加しました。 出発前に柔軟

体操をしてから出発しました。 道々、野川会長から昔の金田村の水田耕作

などの話題を聞きながら散策いたしました。

目的の飯島八坂神社と明珠院の境内で一年間の無病息災を願って豆まきを

しました。

『福は内、鬼は外』のかけ声でにぎやかに過ごしました。 帰る途中で富士山をバックにして記念撮影をし

て拠点に戻り、熱々の甘酒とホカホカのお握りを頂きました。 格別に美味しかったです。 お疲れ様でした。

ＭＫさん

2 月１２日 ミニデイ “羽子板を作ろう”

公民館祭り用に、昨年から徐々に準備をして来ました。ボランティアも押絵は

初めての経験、布地選び･部品作り、小さなパーツに綿を入れてボンドで貼りま

す。指先にボンドが付くが部品は上手に出来ました。

板は赤松さんが綺麗に作ってくれました。

ミニデイのお客様は２５名。 大山独楽･羽根つきの羽根･梅の花、皆さんは部品

を見るだけで夢が膨らみ、うきうきしている様子、井澤副会長の説明を受けて押

絵作りにかかります。 ボンドで貼り付ける作業になり、コマの細かい部品はピ

ンセットを使い器用に貼っていく、コマの向き･紐の動き･羽根の位置･花は？･･･個性があって隣の人と同じで

ないのも楽しいです。出来上がった押絵羽子板を持っての記念写真の顔は皆さ

ん輝いていました。 K.K さん

２月１９日 園児の拠点訪問

良いお天気に恵まれて金田保育園の園児達の訪問を受けました。 暖かい日

差しの縁側から みんな靴をキチンと揃えてあがり、 お座敷と縁側でサロンの

お年寄り達と楽しく過ごしました。ボランティアの大友さんが絵本の読み聞か

せをして下さいました。 いつもの名調子に子供たちもジーッと聞き入って

いました。

お絵かきに夢中

また遊びにいらっしゃい バイバイ
きちんと揃えられた靴お話に聞き入る園児達
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金田福祉村いちごの会だより 平成 1９年（2007 年） ４月号

福祉村拠点 サロンよ ありがとう
毎日の散歩コースに何時の頃からか拠点が止まり木になった。朝起床して９時頃までに生活を始動、日常生

活品の買い入れなどを目的に車の交通量の少ない時間帯に外出します。１５分から２０分歩いて福祉村に立ち

寄り一服、ボラさんや仲間の人たちと ひと時を過ごします。目的なく訪ねて１時間ぐらい雑談や興味の湧く

遊びなど、時には楽しんで初めての出会いの人とも知り合い、気が軽く帰

れる日などは最高です。

部屋が狭いので立ち寄り一服して次のコースに繋ぐための休息所に利

用させてもらっています。午前中か午後の日盛りの時間帯に自宅と拠点と

スーパーなど日替わりのコースで外出するのが私の健康法です。サロンも

テラスや玄関先で会話を交わし、一日の生活をつなぐ止まり木として、こ

れからも利用させて頂きます。

地域の人が誰でもチョッと立ち寄れる止まり木的な明るいサロンがも

っとあちこちに欲しいですね。

金田福祉村サロンは色々なエネルギーを人に湧き出させる止まり木です。 《大きな桜の千切り絵》↑

３月の活動より：

３月３日・４日 公民館まつり “恒例の公民館祭りに福祉村も参加しました”

今年はこの日の為に半年がかりで牛乳パック２００個を材料にした手漉きの和紙づくりから始まった畳二枚分の大

きさの大きな 大きな桜の千切り絵が福祉村のブースを飾りました。

モデルとなった桜はNさんが写した寺田縄の土手の桜の中の一本です。

I さんがそれをふすま紙に大きく下書きして、ミニデイに参加したお年

寄りとボランティアが協働して紙を千切って貼り込んでいきました。

この大きな千切りえの制作過程はこのブログの１月２２日にも載って

います。

また、押し絵の羽子板も中々の圧巻です。 ここに張り出した３０枚の

羽子板は２月１２日のミニデイで参加されたお年寄りたちに仕上げて頂

いたものですがこの時の作品を一枚の黒板に扇形に並べて貼ったところ

実に良い感じになりました。

３月１９日 ミニデイ “園児とおまんじゅう作り”

今日は福祉村のお年寄りと金田保育園の年長さん達が一緒におまん

じゅうつくりに挑戦します。 この日の為に福祉村のボランティアさ

ん達は幾日も前からみんながレシピ通りに美味しいお饅頭が作れるよ

うに粉の分量や水その他の分量と作業の段取りを何回も確認しました。

久しぶりに調理室に入って張り切るお年寄りもいらっしゃいます。

足の不自由な方は腰掛にかけたり、或いは車椅子に掛けたままの方もい

らっしゃいます。 手の不自由な方でも片手だけを差しのべて あんこを丸められます。 ボランティアさん

達は裏方に徹して器や道具の使いまわしをしたり火の加減を見たり手の足りない所を補います。 そこへ１

０時半ごろ保育園の年長さん達が可愛いエプロンを掛けて手を洗って調理室に入ってきました。総勢６０人近

くで調理室がいっぱいになりました。

子ども達の手を取りながらお年寄りたちも一緒になってお饅頭の皮を練り、餡を包んで形を整えました。

しかし、おまんじゅう作りを初めて体験する子どもたちも大勢居て中々形になりません。それでもボランティ

アさんや達者なお年寄りの手を借りながら 何とか形になりました。

最後に全員和室に集まって今日のおまんじゅうの味見を致しました。 子供たちにとって初めて作ったおま

んじゅうはどのような味がしたでしょうか？

《パネルに貼った押絵の羽子板》

《おばあちゃんと一緒にアンコを包みます》
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第六期 平成 19 年度(2007 年)
金田福祉村いちごの会だより 平成 1９年（2007 年） ５月号

木の葉の香り

桜の花の咲く頃、美味しい桜餅を頂いた。桜餅の香りが出て独特の風味があるのを味わえたのは近
時まれなことであった。塩漬けの桜の葉の香りと餅が薄紅色にほんのりと着色されていたのが一層味
を引き立てていた。東京向島の長命寺を訪ねた時に住職から聞いた誇らしげな話を思い出した。
塩漬けにした桜の葉で餡入り餅を包む工夫をしたのは元禄時代に銚子から出て来て住み込んだお

坊さんが考え出したものだそうで、きっとこの寺の境内にあった桜の葉を使ったに違いない。
伊豆下田に行った時、地元の人が棒状の桜の木から桜餅を包む桜の葉を丁寧に摘み取っているのを

見たことがある。大島桜で四斗樽に約２万枚塩漬けにして全国に発送するのだと言っていた。
木の葉の香りが美しい時季になりました。

四月の活動より：

４月９日 ミニデイ “桜公園で保育園児と交流”

この日は平成 19 年度最初のミニデイです。幾分花冷

え気味で風がありましたが、例年になくお天気に恵ま

れました。 ブルーのシートを敷いてお年寄りも園児

も一緒に大きく円座になって座り色々なゲームや遊び

をしました。房つきのバトンを使って園児とお年寄りが

向き合って歌に合わせて体操したり、お年寄り達が作

るバトンのトンネルを“ここはどこの細道じゃ･･･”と“通り

ゃんせ”の歌をうたってくぐり抜けたり、参加した皆さんが一つになって和気藹々と過ごしました。

４月１６日 第六回金田福祉村総会開催

平成１５年２月にスタートした福祉村も今年３月３１日で丸四年と２ヶ月の活動を終えて、

４月１日より第６事業年度の活動に入ることになりました。今年の総会では創立以来、常

に陣頭にありました野川義雄会長が勇退されて、副会長の井澤文子さんが新会長に選

出されましたが、前会長はまだまだお元気でいらっしゃいますので金田福祉村のチーフ

コーディネーターとしてこれからも福祉村ボランティアの活動を支えて頂きますようにお

願い致しました。 これを機に福祉村は井澤新会長を中心にボランティアさん達全員が

気分一新、組織を若返らせて新たな活動を展開していきます。皆様のご協力をよろしく

お願いいたします。

4 月 23 日 ミニデイ “レンゲ畑で 雲雀の声を聞く”

好天を期待していましたのに朝から生憎の曇り空です。

おまけに風もかなり吹いています。 それでも、前々日に下見をして持ち主

にお断りしていた小学校の西北にある れんげ畑まで 参加される お客様

方もボランティアも一部の人を除き 歩いて行きました。

会場の一面に咲いたレンゲ畑の直ぐ脇にブルーのシートを敷いてみん

なが座りました。

井澤新会長の挨拶のあと風の舞う乾いた田んぼで大きな声を出して小

学唱歌やなつかしのメロディを歌いました。 最後に会長の弾く大正琴にあ

わせて日頃から練習していた「千の風になって」を合唱しました。 文字通り風の舞う田んぼで歌う この歌声はまさに「千の

風」さながらに辺りに響き渡りました。 それからボランティアさんが朝から用意した心づくしのお弁当を頂こうという段になりま

したが、募る風と幾分増した寒さに再び公民館に戻ってお弁当を頂きました。

みんな異口同音に「もしもお天気だったら、きっと良いミニデイだったろうに」と話しました。

通りゃんせ 通りゃんせ園児とバトンプレイをするお年寄り達

大山を望みながらレンゲ畑を背景に

挨拶をされる野川前会長
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金田福祉村いちごの会だより 平成 1９年（2007 年） ６月号

５月１４日 七国荘出向きミニデイ

今日は朝から好天気に恵まれました。 ボランティアさん達は早朝から準備に

余念がありませんでした。 お蔭で万事順調にことは運んで九時半には出発の

準備が整いましたが、ちょっとした連絡の行き違いでバスの到着が遅れてしまい

ました。 しかし 10 時過ぎには全員無事に七国荘に到着しました。

早速、野川前会長の挨拶を皮切りに本日の出向きミニデイの行事に入りました。

盛りだくさんの活動をプログラム順に紹介しますと以下の通りになりました。

①折り紙で花つくり 三枚重ねた折り紙を経木に折って緑に染めた割り箸の

茎に挟んで輪ゴムで固定し、挟んだ折り紙を広げ起こして花びらにします。 大

輪のバラの花が出来ました。 それを数日前からボランティアさんが同様にして

作っておいた小振りのカーネーションの花と一緒にして各お年寄りに二本づつ花束にまとめて頂きました。 花束が出来上が

ったところで席が隣り合った同士で二三人ずつその花束を手にして写真を撮りました。 折からの母の日でみんなニコニコ顔

で写真に納まりました。

②歌にあわせてボール送り とんとんとんからりと肩たたきで肩のコリをほぐした後、みんなテーブルの周りに座

ってボール送りをしました。「もしもし亀よ」の歌にあわせて次々にボールを送りました。

③童謡メドレー タンバリンとカスタネットでリズムを取りながら童謡のメドレーをしました。

仲良し小道・蛙の笛・花嫁人形・証城寺の狸囃子・赤い靴・牧場の朝・椰子の実など七曲を続けて歌いました。 みんなの

気持ちが一つに融け合ってお年よりもボランティアも楽しく合唱ができました。 あまり楽しくてアンコールが出て「蛙の笛」をも

う一度歌いました。

④手 話 Ａさんの指導で「蜜柑の花の咲く丘」を歌いながら手話のしぐさを練習しました。その後、色々な単語の表現をど

の様にするのか、お父さん、お母さん、兄弟などの表現の他 赤、青、白、黒、黄･･･など色々な色のしぐさ、有難う、ご苦労様、

等のしぐさについて教わりました。

⑤歌集を使って合唱 おぼろ月夜・花咲じじい・会津磐梯山・まつの木小唄・東京行進曲・北国の春・

茶摘みなどを歌いました。

⑥食前のお口の運動 野川さんの指導でパタカラ運動をして昼食です。

⑦食後の腹ごなしに 「千の風になって」を合唱

⑧ハンドベル 「夏は来ぬ」 3 月の終わりにハンドベルを購入し、拠点に集まるお客さ

んやボランティアの有志がコツコツと練習してきたものを舞台で初演奏しました。 その後

で、飛び入りで演奏者を募集したところ今日始めてベルを鳴らしたい人が数人も手を挙

げ、即席で始めて演奏しましたが皆さん音感がとても良くて中々の出来栄えでした。

⑨カラオケ 1 時よりカラオケが始まりました。 一時間に満たない限られた時間

に多くの出演希望者があり皆さんの希望を満たす為に結局、歌詞を全部歌わずに 2 節まで歌ったら交代することに

しました。

⑩十三枚の色紙 長持にお住まいの書道家小宮さんが揮毫された色紙十三枚が披露され、ミニデイに参加した全員

が小宮さんとジャンケンをして勝った１3 人が色紙を頂きました。 小宮さんは今年 90 歳になられるとの事で 関

東大震災のときは小学校の一年生、大東亜戦争のときはビルマインパール作戦に参加して辛酸をなめられ、5回も死

線を越える体験をされたとか、今日は福祉村のミニデイに参加され、それぞれの色紙に書かれた言葉に込められた

意味を説明してくださいました。

⑪バトン体操 バトンを使って一日座って過ごした体をほぐします。

⑫健康音頭 体がほぐれたところで全員輪になって炭坑節のメロディで歌う健康音頭を踊りながら会場を回りました。

参加者：お客様（高齢者）４６名 同行ボランティア２９名 市高齢福祉課保健師１名 計７６名 でした。

飛び入り参加のハンドベル

折り紙のバラ作り
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金田福祉村いちごの会だより 平成 1９年（2007 年） ７月号

無 題：

６月１８日花壇に水をやるうちに人が集まり、お年寄りも手伝いをはじめ、咲き誇っていたエラブゆり、パ

ンジーが取り除かれ、古土と堆肥を混合し、見る間にプランター３杯あまりの肥沃土が出来た。

ひまわりの苗木の前に真紅のバーベナが配植され、狭いながらも福祉村の利用者が毎日楽しみながら眺める花

壇の景色が変わった。

冬樹の落ち葉の中にチューリップやムスカリが芽を出し、昨年とは違う心を癒す春の花景色を広げ続け、５月

下旬からは純白の無常観を漂わせるエラブゆりの花期が楽しめた。

これも全て花材は行政やボランティアからの支援である。今年の夏はヘチマに替わりクールビズとしてブラジ

ル朝顔(アメリカ朝顔正式の名前は？)を植えた。秋に咲く葛の葉のような樹勢が楽しめるかどうか。冬に向か

っても、どこまで伸びて地味な花を咲かせ続けるか 皆さんで支援していきましょう。

６月の活動から

6 月 19 日 野の花を活ける２回目が終わりました

野の花と庭先の素朴な花を使い、捨てられてしまう変わった空き瓶、七夕の竹で作った籠や花入れを使うという

条件の中で、自然が生かされるように頭を使いながら、ボランティア講師 小原流 松山華泉さんのご指導で花を活

けています。

野の花を集める早朝の 1 時間半は野の花より 優しさを頂き、そして元気を

頂ける、言葉にならない程の至福の時間であります。

当日使った花の数は２３種、因みに私が当日活けた花、花入は、信濃の思

い出舞姫と書かれ、くびに棕櫚の

紐が結んである徳利、花はエノコログサ、ベージュ色の穂の葦の仲間、ノコ

ギリソウ、イヌゴマ、紫の小さな

小さな紫陽花を活けました。

玄関で自分の育てた真紅のアマリリスの鉢植えと競っていますが、野の花

の方が美しいことに気付きました。 皆様も参加してみませんか？ 《活けられた野の花の数々》↑
教室のご案内

福祉村の拠点では最近いろいろな教室が始まっています

これまでにもパッチワーク教室とお習字教室が毎月一回開かれてきまし

たが、これに加えて今回「野の花を生けよう」｢つるし雛を作ろう｣「ハン

ドベルを演奏しよう」と三つのグループが生まれました。これからは毎月

一回乃至二回拠点に集まってお稽古することになっています。

パッチワーク教室 第２木曜日 １３：００～１５：００

野の花を生けよう 第３火曜日 １３：００～１５：００

吊るしびな 第１･第３水曜日 １３：００～１５：００

ハンドベル 第２水曜日 １３：００～１５：００

お習字の会 最終水曜日 １０：００～１２：００

と現在 五つの教室があります

７月６日の七夕交流会についてご協力お願い

公民館１階和室とロビー １０時から１３時３０分

七夕飾りコンクールに公民館が高齢者学級として参加して今年が１０年目であります。去年は地域の部１等賞を

連続して７回目を受賞し、今年も８回目の１等賞に挑戦をしています。この活動に福祉村がボランティアとして関

わりがもて、福祉村の地域の高齢者が参加出来ていることは本当に喜ばしいことです。

今年は地域の高齢者の方々と七夕を愛でながら 軽食をしながら交流を持ちたいと思います。

皆様には呼びかけと当日の食事つくりと接待のご協力をよろしくお願いいたします。

七国荘出向きミニデイも７月２３日(月)に計画されています。夏至を迎え益々暑さが加わり大変だと思いますが宜し

くお願いを致します。

《公民館ロビーに飾られた下げ飾り》
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旬の話題： 真夏の代名詞 ひまわりが見つめるものは

夏 真っ盛りのこの季節、黄色い大ぶりの花を咲かせるひまわりは、太陽の方角を向き続けることが良く知られて

います。花言葉も「あなただけを見続けている」など健気で真っ直ぐなイメージが強い花です。しかし太陽を見つ

め続けるのは若い時期だけ。つぼみがふくらみ、花が咲き始める頃になると基本的に東を向いたまま動かなくなり

ます。このため、ひまわりを植える場所には注意が必要で日当たりによっては折角の花が裏側しか見えない･･･と云

うことになりかねません。

真夏に満開のひまわりを楽しみたい方は、ご自分が見たい位置の西側に植えてみてくださいね。

いま拠点では東を向いたひまわりが満開です。

7 月の活動から

７月２３日 七国荘 出向きミニデイ

早朝の雨もどうやら通り雨のようだった様で９時前には曇り空ながらお天気は落ち着いたようです。９時過ぎに

は ほとんどの皆さんが顔を揃えられました。

出発の９時３０分を待たずに予定の全員がバスに乗車しました。１号車・２号車 それぞれ途中乗車の待ち合わせ

場所に立ち寄りながら 七国荘には１０時前に到着しました。

今回は座卓を前にして畳に座るより、テーブルに腰掛を希望される方が増えて、事前に準備した会場のセッティ

ングの一部を変えて急遽腰掛を少し増やすことになりました。 これからは高齢化の進み具合が一段と加速されて、

足に不自由を感じる人が増えることになりそうです。

ひと息入れた後、恒例の会長あいさつの後 田辺保健師が紹介されました。田辺保健師はあい

さつの後、今日のプログラムの合間を縫って希望者に血圧の測定と健康相談をします。

＊金魚を折る 皆さんに２枚づつ金魚を折ってもらいました。 最初カブトを折り、それを金

魚の形に変えるのです。 はさみで切込みを入れて尻尾をつくります。 説明だけでは一遍に

呑みこめずボランティアさんの手を借りました。 《金魚を折る》→

＊どんぶりを使ってゴルフボール送り 発泡スチロールのどんぶりを使ってゴルフボールを

隣の人のどんぶりに移します。こうしてボールを左に右にそして前

の人に送ります。 体をねじったり、手首の運動になります。

← 《どんぶりでゴルフボールを送ります》

《ビーチボールを使ったボール送り》→

＊ボール送り 今度はビーチボール送りです｡ 受けたボー

ルを「上、下、横」と声を出しながら 自分の頭上に差し上

げ、それを降ろして今度は隣に送ります。

← ＊ハンドベル 食後一服 午後の皮切りは全員でハンドベルの演奏です。演奏曲目は

４曲「夏は来ぬ」「たなばた」「かえるの笛「海」」です。お客様に各パートのベルを一個ず

つ持って頂き、ベルの色と音符の色を合わせれば自然にメロ

ディが出るように、会長が苦心して大きく書き上げた 譜面を

黒板に貼りだして全員が交代でハンドベルを演奏しました。

初めてハンドベルを経験される方も居て楽しいひと時を過ご

しました。 《バトンを使って体をほぐします》→

＊小宮忠一さんの揮毫色紙１４枚を小宮さんとジャンケンをして勝った人が頂きまし

た。

＊棒体操 カラオケの後は今日一日の全身の凝りをほぐす為にバトンを使って体操を

しました。或る人は腰掛けたままで、その他は全員立ってバトンを使って体をほぐしま

した。 その後、七夕音頭、健康音頭を歌いながら会場いっぱい輪になって踊りました。

最後は「今日の日はさようなら」を合唱して閉会しました。

《全員で七夕音頭を踊ります》→

参加者： お客様４５名、福祉村ボランティア２７名、他１名 合計７３名でした。
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金田福祉村いちごの会だより 平成 1９年（2007 年） ９月号

旬の話題 虫の音に耳をすませる秋の夜長

秋は夜がそれほど寒くなく、空気が乾燥しているため月がはっきりと見えることから、お月見にはぴったりの季

節。中でも旧暦８月１５日の「十五夜｣は有名です。｢中秋の名月｣と言う表現もあり、この時期には各地で観月会が

催されます。

満月の丸い形は豊穣の象徴。お月見にはもともと、収穫期を前に豊作を祈る儀礼としての意味合いがあります。

十五夜が｢芋名月｣と呼ばれるのは、その時期に収穫される芋を備えるためといわれています。食は、健やかな生活

を支える基盤です。その年の実りに感謝しながら、美しい月夜の風情を楽しみましょう。

８月の活動から：

８月１３日 ミニデイ･カルチャースクール “聞かせてよ昔の話を”

毎年 8 月のこの季節は、まず広島と長崎の原爆忌に始まります。続いて月遅れのお盆と同時に 15 日に終戦記念日

が来て、福祉村でもこの前後に開かれるミニデイは「聞かせてよ 昔の話を」の日として金田の今昔を語り合う日と

しての集いが開かれます。金田の歴史を次の世代に語り継ぐ日として平成 15 年、金田福祉村発足の年に始められた

この集いは今年で第５回目を迎えました。もうこの行事は金田福祉村の歳時記として定着しつつあるようです。

第 5 回目の今年は参加された方々に出来るだけ発言の機会が得られるよう

に、みなさんで終戦前後に関わるキーワードを言って頂き、それを黒板に書い

て その言葉の一つひとつについてそれぞれ皆さんに体験を語っていただきま

した。即座に「防空壕」「焼夷弾」「灯火管制」「疎開」「B29」「勤労動員」「食

糧難」「空襲」「竹槍訓練」「手榴弾の鋳型込み」など十数個のキーワードが集

まりました。

その後、恒例の水団を頂きながら終戦前後の苦労を偲んだあと、午後は「漂泊

の始まり」と題する、終戦当時、旧満州熱河省赤峰市に住んでおられた野川チ

ーフの叔母様の書かれた日記の冒頭のくだりを今日の集いの為に、資料として準備されたものを読んでいただきま

した。 終戦直前の８月６日、突如としてソ満国境を越えて侵入してきたソ連軍に追われるように、奉天経由で北

朝鮮新義州の南方、宣川まで無蓋貨車で 女、子供、老人だけで 疎開し、また奉天まで戻って、翌年、葫蘆島（コ

ロトウ）から引揚げるまでの記録の最初の部分の記述でした。用意した地図を辿って参加された皆さんが状況を理

解できるように工夫しました。 この様子は例年のごとく記録を整理して発表いたします。

８月１６日 七夕祝賀会

連日猛暑が続き、ラジオより流れでた今日の一句「“てにおは”を省き 物言う残暑かな」に苦笑した日、午後に

は４０.９度！ 最高気温が出たと言う８月１６日に制作に関わったボランティアの皆様が集い、祝賀会を持つことが

できました。今年は福祉村に賞品のポットが頂けましたので重宝させて頂きたいと思います。

一等賞の賞金と公民館長さんからのお米や野菜を使わせて頂き参加者で美味しいお弁当を作り、お弁当を頂きな

がらあの日の喜びを思い出し、労を皆でねぎらうことが出来ました。

「来年はあまり気負わずまた頑張りましょう」を約束して記念にバラの花籠を頂き閉会としました。

８月２２日 手芸教室（第四水曜日午後１時より）

６月に行った「牛乳パックを利用して椅子を作ろう」は輪が広がり７月にも行いました。

反響も良く地域の高齢者が拠点のサロンに集い連日続く日もありました。まだ継続して行います。

８月２２日（水）「眠っている着物、浴衣を利用して作務衣を作ろう」

ボランティアの加藤みどりさんのご指導で作務衣に挑戦です。

始めに作ってある作務衣を使って分かり易く説明を頂き、自分で解いた着物をテーブルに広げ上着とズボンに

裁断しました。順次に裁断ができ、和やかに声が弾む会でした。自分の着物が作務衣として気軽に着られる、

縫うのはミシン、直線縫いです。想像しただけで顔に笑みがこぼれます。次回は９月１９日(水)午後１時より
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金田福祉村いちごの会だより 平成 1９年（2007 年） 10 月号

旬の話題 健康はまず「歩く」ことから

体育の日は「スポーツに親しみ、健康な心身をつちかう」趣旨で制定された国民の祝日です。

気候の良い日が続く秋には、健康のために体を動かそうと考える方が多いようですが、運動に慣れていない

人が急に激しいスポーツを始めると、かえって体に負担をかけてしまうことがあります。

毎日少しの早歩きを心がけるだけで、運動量はかなり変わってきます。最近体が重いな･････と感じる方は、

まず歩き方を見直してみては如何でしょうか？ 福祉村でもカルチャーレクリエーション(カル･レク)として

年に 5 回はボランティア同士の親睦を兼ねてハイキングをしています。 また、5 年前、活動を始めた時から

イベントの度にバトンやゴムひも、ダンベルなどを使って体を動かすことを励行してきていますが、これはか

なりの効果を上げているようです。

９月の活動から

９月３日 ～ ６日 炎天下で和紙作り

去年は８月でしたが、今年は９月の３日から６日まで福祉

村ボランティアさんの有志が拠点に集まって牛乳パックから

手作りの和紙を再生しました。 去年、初めての和紙作りに

挑戦して試行錯誤しましたが、今年はその時の経験を活かし

て８月の終わりから集められた牛乳パックを展開して水槽に

浸しては、拠点に来られるお客様やボランティアさんの手を借りて、ラミネートされた樹脂フイルムを剥がして下

準備をしましたので３日からの作業は割合とスムーズに進みました。

剥離して浸漬したパルプ部分をミキサーにかけて細かく粉砕し、手作りのプラスチ

ックの網で漉きました。始めのうちはぎこちなかった手つきも段々と慣れてくるにし

たがって要領よく漉けるようになりました。 お蔭様で去年の出来上がりに比べて今

年の紙は薄く均一に仕上がりました。

去年漉いた色付和紙は今年の公民館祭りに畳２枚分の大きな桜の大木の千切り絵に

なって展示されましたが、今年漉いた色付和紙はどんな作品に使われるのでしょう！

予定した最後の６日は台風９号が来ると云うので作業を中断し、翌７日の拠点のサロン活動は休止いたしました

が、翌々８日(土曜日)、休日にもかかわらず大勢のボランティアさんの協力を得て予定の作業を終えることが出来

ました。 有難うございました。

９月１０日 十五夜のお団子つくり

前週末７日の金曜日、拠点のサロンは台風９号のために

急遽お休みとなりましたが、中二日おいて今日のミニデイ

は台風一過、お天気にも恵まれました。

十時前に会場である金田公民館の調理室は参加されたお年寄りとお団子つくりをサポートするボランティアさん

達 満員の熱気で溢れていました。 参加されたお年寄りたちは昔とった杵柄ならぬ 手と指を一生懸命 動かしなが

ら お団子談義に花を咲かせていました。

暦の上の十五夜(２５日)より２週間早い 今日のお団子はお月様より一足さきに皆で頂くことになりましたが、

ボランティアさん心づくしの軽食の盛られたお皿に主食として盛りつけられたお団子は甘いあんこが副えられて存

在感を示していました。 食後は歌を歌ったり、ハンドベルの演奏をしたり、体操をして楽しいひと時を過ごしま

した。

10 月のカルチャスクール 大場さんと歌おう 場所：入野自治会館 午後１時より

今月１９日午前中のサロンに引き続いて、午後から入野自治会館で開かれるカルチャースクールでは大場
昌子先生のご指導で歌を歌います。 みなさん！おなかの底から声を出して愉快に楽しいひとときを過ご
しませんか？ 大勢の参加をお待ちしています。
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１０月の活動から

１０月１０日 相模川原コスモスのお花畑で ボランティア研修

心配したお天気も曇り空のおかげで却ってウォーキング日和となりました。

今回の研修は拠点から相模川右岸、平塚市アリーナ近くのお花畑でコスモスを鑑賞しな

がら行いました。

広いコスモス畑の中をうねるようにそぞろに歩いて、ちょうど満開のコスモスの花を

観賞しました。 赤、白、ピンクの三色に加えて黄花コスモスが咲いている様子は遠目

にも近目にも中々の圧巻でした。 相模川を背にしたお花見台に上がった後、皆で記念写真を撮りました。

この後、土手の上でお弁当を頂いてひと休みの後、全員で童謡や唱歌に手話の振りを付けた曲を数曲練習しまし

た。 最後に新しく“しあわせ音頭”を繰り返し踊って覚えました。 昼休みを利用してジョギングをしていた付近

の会社の従業員達が、一様に わたし達のエネルギーに驚いた様子で通り過ぎていきま

した。

こうして、私達ボランティアの ひとり一人がミニデイ、出向きサロンなど、集いの

中でお客様とのふれあい交流の技を身につけています。

１０月５日と１２日 城島福祉村の出向きサロンにお邪魔しました

５日大島自治会館、１２日城所貴船神社にお邪魔して城島の皆さんの活動を拝見させ

ていただきました。 この一部始終は金田福祉村のブログに掲載いたしました。

１０月１９日 カルチャースクール大庭先生をお招きして歌を歌いました。

入野自治会館で午前中出向きミニデイの後を受けて引き続き午後からカルチャース

クールを開催しました。 大庭先生のアコーディオン伴奏で懐かしの小学唱歌や童謡数

曲をみんなで合唱したあと、普段拠点で練習してきたハンドベルの演奏を先生に聞いて

いただきました。 その後、先生ご自身がベルの独奏をして下さいました。

１０月２２日 ミニデイ 保育園で園児の演技見学交流

このところ祭日と重なってミニデイの行事も９月１０月それぞれ一回しか開くことが

出来ませんでしたからこの日のミニデイは９月１０日以来一ヶ月半ぶりのことでした。

実は金田保育園の運動会も既に終わっていて今日は特別園児達が運動会で披露したゲー

ムや踊りの再演です。 園児達は運動会の時よりも練習を積んで今日の演技の出来栄え

は一段と良く出来ました。

おなじみの「スーパーしまむら」「株式会社しまむら」様より車イスとシュレッダーの寄贈をうけました。

１０月２３日、大蔵平塚市市長、平塚市社会福祉協議会会長列席の寄贈式上で島村孝征社長より平塚市

市長に目録が贈られ平塚市からは感謝状が授与されました。

来春竣工予定の保健センターに電気機器と乳母車、社会福祉協議会に疑似体験セット（２０セット）、

そして金田福祉村に車イスとシュレッダーが贈られました。

職員が重さ１０㎏の疑似体験セットを身に付け、また私たちも眼鏡や手袋で 高齢者や障害者の大変さ

を体験しました。 これを多くの方が体験する事によって高齢者や障害者の大変さをその身になって考

える優しい街づくりが出来れば良いと思いました。

贈られた車椅子とシュレッダーは益々利用者の多くなっている福祉村にとって必需品であり、しまむ

ら様の温かいご厚意に感謝をして毎日の活動に利用させて頂きます。

真にありがとうございました。 井澤文子

《大島のミニサロン》

《カルチャースクール》
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１１月の活動から

１１月１２日 ミニデイ ぬり絵と体操

このところ、９月、１０月ともに月二回のミニデイがお彼岸と体育の日とぶつか

り、それぞれ月に一回の開催となってしまいましたが、１１月は久しぶりの月二回開

催の月となりました。 １１月１回目の今日は 《ぬり絵と体操》と云うテーマで活

動いたしました。 会場の並べられたテーブルの上には用意したぬり絵用紙とクレヨ

ンや色鉛筆が用意されています。 席につかれたお客様たちは早速ぬり絵に取りかか

りました。思い思いに線描きの絵の輪郭から色がはみ出さないように皆さん丁寧に色を重ねていかれます。

うんと派手に明るい色、対照的に沈んだ地味な色、塗りあがったぬり絵には皆さんそれぞれの個性が表れている

ようです。 あいだに入ってお相手をするボランティアさんやお仲間同士とのあいだに

にぎやかな会話が弾みます。

ぬり絵のあと、軽食をいただき、棒体操をしました。 この体操で使うバトンはこれ

までの出向きサロンや拠点のサロンで広告紙を固く縒(よ)ってそれを何本かまとめて

作った紙製の軽い棒です。 これを使って体の凝りをほぐしました。

１１月１４日 藤ヅルでリースつくりの準備

１２月に入ると福祉村の行事も忙しくなります。 お正月の行事に因んで保育園児た

ちにクリスマスリースやお正月飾りのつくり方などを指導しながらの交流があります。 《藤蔓を丸めるボラさん》↑

また、拠点のサロンやミニデイの中でもお年寄り達の手でリース作りなどをします。

それに備えて朝早くから拠点の前庭で藤蔓を使ってリースのリング作りをしました。

Ｉさん宅の庭の桜に絡んでいたと云う藤の若ヅルをどっさりと提供して頂きました。

お蔭様で沢山のリングが出来ました。 これに飾る材料の松ボックリもボランティアの

Ｋさんから袋いっぱい頂きました。 有難うございました。

１１月２６日 ミニデイ 大きな千切り絵

来年３月の公民館まつりにも、今年の春と同じように大きな千切り絵を展示すること

になりました。 今度のテーマはひまわりです。 《２枚の画面を合わせて調整》↑

２枚の襖紙を合わせた画面いっぱいに明るい夏の日差しを浴びて大輪のひまわりのお花畑が線描きされています。

この画面を一旦２枚に分けてそれぞれを参加されたお客様とボランティアが囲んで、牛乳パックを漉いた色染め和

紙を千切って貼り込んで行きます。この色染め和紙は去る９月の炎天下に福祉村のボランティアさんたちが牛乳パ

ックを漉いて再生したものです。会長が両方の画面をかわるがわる覗き込んでは色の配分を按配しながら指導しま

す。途中で２枚のつなぎ目を合わせて二枚の画面の色調がぴったり合っていることを確認しました。 全員で一時

間半ほどかかって貼り込みの大作業を終えることが出来ました。 来年の公民館まつりが楽しみです。

福祉村主体の地域ケア会議

「地域包括センター とよだ」の管轄する区内にある 岡崎、金田、城島の三地区の町内福祉村が集まって

地域包括センターの主催で 初めての地域福祉村合同会議を開きました。（１１月１６日）

この会議の目的は 地域包括センターと三地区の町内福祉村が協働して、この地域の福祉コミュニティをど

の様に構築していくかということです。

● 初顔合わせの今日は、先ず、参加された２７名全員の自己紹介から始まり、続いて主催の包括センターの

Ｔさんの司会できょうの会合の主旨と説明と「センター とよだ」の現状報告がありました。 続いて

● 岡崎福祉村：平成１９年度の活動統計から岡崎福祉村活動の実績数字を中心にした報告がありました。

● 金田福祉村：年頭に決められる年間活動計画に基づいた重合的活動の実際について報告がありました。

● 城島福祉村：福祉村の三大活動の・ふれあい・支援・相談と言った原則の面から見た現実の活動について、

意見が述べられました。 発表のあと、お互いに活発な意見交換をしました。 今後は年に３乃至４回各

福祉村を持ち回りで会場にし、交代で会議を持ち連絡を取りながらセンターを中心に地域福祉の活動を盛り

立てて行くことになりました。
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１２月の活動から

１２月 ３日 ミニデイ クリスマスリースつくり

先月１４日に準備した藤蔓のリースに今日は集まった高齢者が色々な飾りを
つけてクリスマス風のリースに仕上げました。色々な大きさの松かさや、木の
実の類、色々なリボンに杉の葉や深大寺の紅葉など、そして折り紙のサンタの
お人形をいっぱい絡みつけました。 色々と個性のあるクリスマスリースが出
来上がりました。

この藤ヅルのリースはこれから一年それぞれのお宅をに飾ってまた来年また
新たな彩をこの土台に添えて再生することになっています。

１２月 ４日 小学校支援 缶ポックリで遊ぶ

今日のクラブ活動支援は昔おじいさん達が遊んだ缶詰の空き缶を利用した缶

ポックリをつくって遊びました。生徒のめいめいが準備した空き缶の底の両側

に穴をあけてそれに綱紐を通して手綱にして、それに足を乗せて歩くというも

のです。 どんな大人の人にとっても一度は経験のある遊びだと思います。

先生方の見守る中で参加した生徒たちは嬉々として馬の蹄(ひづめ)の様な音を

立てる缶ポックリに乗って学校の中庭を歩き回っていました。

１２月 ７日 飯島・入野出向きサロン

１２月１０日 ミニデイ 園児のお遊戯見学交流会

午前十時に福祉村のお年寄り達が金田保育園のお招きで園にお邪魔して、踊りや歌

や合奏に劇など園児たちの日頃の習練の成果を見せて頂きました。これは福祉村のお

年寄りの為に 2 日前に園で開かれた発表会の再演でした。

最年少の１・２歳児達もお年寄り達の後の席にチャンと座って おとなしくお姉ちゃ

んやお兄ちゃんたちの演技を見ていました。さすがに年長さんになると仕草も動作も

グンと大人びて成長のあとが見えます。 この年代の一年の差には目を見張るものがありますね。

リースに飾りをつける

缶ポックリで遊ぶ子たち

（会長あいさつ１面よりつづき）

出向きサロンに行きますと「ここまで来るのがやっとなの、足が弱くなって」との声を多く聞くようになりました。
そこで拠点に来られない高齢者のために１０月より出向きサロン活動が月２回に増えました。

毎日の拠点の当番を１人に減らし、各自治会館での出向きサロンに力を入れることにより福祉村「いちごの会」
の溜まり場として、高齢者主体のサロンになるのではないでしょうか。

エプロンを外しボランティアとお客様との壁をなくして気楽に集える場として、今までは『地域の高齢者を 地域
の顔馴染みのボランティアさんのお世話で安心』といった関わりが、『もっと身近な年齢を感じさせない』関わりに
深化し、さらに『田舎に帰ったようだ』と思って頂けるような関わりになって行ったら良いなと考えています。
「私たちも高齢者のお仲間になって皆で元気になりましょうね」の合言葉でおしゃべり・歌・ゲーム・折り紙・囲碁・
将棋・おもちゃボーリング・ボール送り体操など、色々話し合って準備をしていったならば、良い結果は出ると思い
ます。 月２回の出向きサロンのうち、１回目は今までどおりに行い、２回目を『田舎に帰ったような気楽な雰囲気
の会』にしていきたいと思いますのでボランティアの皆さん方のご協力をよろしくお願い申しあげます。

飯島ではダンベル300ｇの

芯を包む広告紙の紙縒り

を作りました。これを束ね

て鉄芯を入れます。

入野では折り紙のツリー

を折りました。 厚めの緑

色の紙を折って切り込み

を入れると可愛いツリー

が出来上がりました。


