
平成２０年 (２００８年) １月 金田福祉村 “いちごの会だより”

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。



平成２０年 (２００８年) ２月 金田福祉村 “いちごの会だより”

鬼も食べたいと思っている？

昨年の飯島につづいて今年も ２日に節分会ウォーキングが催され、寺田縄の日枝神社にお参りして豆まき行事が

行われます。節分といえば豆まきに使われる豆は、炒った大豆が一般的ですが、「鬼は外、福は内」と、元気な掛け声と

ともに豆をまくことで、一年間の無病息災を願います。 大勢の皆さんの参加をお待ちしています！！

この豆まきに使われる大豆は植物の中で唯一、肉に匹敵するほどのタンパク質を含む、正に「畑の肉」であり、また、

脂肪分、鉄分やカルシュウムなどのミネラルも多く、世界的な健康志向の中で「ミラクルフード」として脚光をあびていま

す。 この大豆の加工食品の種類はたいへん豊富で、豆腐、納豆、みそ、しょうゆ、そして副次的に更に多くの食品が加

工され、最近では大豆ヨーグルトまであると聞きます。

福祉村のミニデイに出される軽食の献立の中にもこの大豆が必ず何かの形で使われています。 きっと、節分の鬼さえ

も最近では『何とかしてこの大豆を食べたいと思っている？』のではないでしょうか。

１月の活動から

１月 ９日 金田福祉村 新年初の月例役員会開く

金田福祉村では毎月運営協議会の役員会を月初めに開いて前月の活動経過などの報告と当月の活動予定の実施に

ついての準備作業や手配の進捗状況の確認を行っています。

今年のご用始めは１０日ですが、それに先立って、この日の午後１時から拠点に於いて役員一同の新年の顔合わ

せと賀詞の交歓をしました。

引き続き、活動経過の報告と、直近の活動予定と準備の進捗状況の確認をした後、平成２０年度の事業計画策定

と次期定期総会の開催について話し合いました。

１月１６日 １９年度 コーディネーター研修 第３回 於平塚市役所南付属庁舎２Ｆ Ｄ会議室

この日のテーマは「要援護者対策」で講師は保健福祉事務所の海法澄子保健師でした。

テーマの内容はひと口で言うと「緊急災害時に家庭で療養している要援護者をどのようにして避難運搬するか」

と言うことで、用意された「もしも･･･の時のために」と題するカード式のリングで綴じた１１枚のパンフレットで

緊急時の様々な状況に応じた具体的な避難の方法とヒントについて説明を受けたあと、毛布を使って応急の担架を

作り、６人で人を寝かしたまま運ぶことや、一人でひとりを毛布に包んで床を引きずることなどを体験しました。

この実技体験の中で聞いたところでは、今後 地域の要請に応じて保健福祉事務所の保健師さんが民生委員やボラ

ンティアの立会いのもとで在宅の要援護者のお家へ伺って具体的に避難についてのアドバイスや訓練をするとのこ

とでしたが、「この訓練のアクションを一体誰が起こすのか？」、在宅要援護者の所在を把握している行政または民

生委員が具体的にアクションを起こさなければ実際に効果が上がらないのではないかと思いました。

なぜなら、福祉村は全員が個人で参加しているボランティア集団であり、対象となる要援護者のデーターは持っ

ていないからです。そういう訳で一日も早く保健福祉事務所や民生委員の方々から具体的な訓練の実施についてご

指示を頂きたいものだと思いました。 緊急事態は何時やってくるか分かりません･･･。

１月２１日 お抹茶を頂いてカルタで遊ぼう

本年初のミニデイはこの冬一番の寒波が予想されるという日に当たってしまった

ようです。 朝の冷え込みも一番で おまけに強い北風が吹いて体感温度もひとしお

身に沁みました。お客様の出足が削(そ)がれるのではないかと心配致しましたが、そ

れでも１５名もの方々が不自由な身を押して出席されました。

お茶を点てるボランティアさん達は去年の秋から拠点で開かれている手芸教室の

一環で古い着物を仕立て直した作務衣を着てお抹茶のサービスをしました。

《お茶の泡立てをするお客様》↑
最初はお年寄りの方がお客となってお茶を頂き、次に、予めお茶にお湯を注いだだけの茶碗のお茶を、今度はお

年寄りたちが茶筌を持って泡立てて、それを向き合ったボランティアさん達が頂きま

した。

『初めてお茶を経験される』と言う方もいらっしゃいましたが皆さん和気藹々と初釜

の雰囲気に和んでおられました。

次はカルタ取りです。 平塚市の名所旧跡に因んだ大型の「いろはカルタ」をお年

寄り達が交代で読み札を読み、絵札を取り合いました。《カルタ取りに興じるお年寄り達》 →

http://blog65.fc2.com/i/ichigonokai/file/20080127144022.jpg
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・私たちの活動には学問的なものは一切無い、実践のみ、実践(経験)の中から次の課題を汲み取っていく、

・私らしく生きるには何が必要か？誰かの役に立つには何をすればよい？

・出来ることから、気づいた人から、その想いを形に変えようと、一人ひとりが活動に参加して

・新しい想い、新しい価値、新しい活動を生み出して地域を変える力につなげている。

この地域を変える力こそ今、私たちが求めて実践していることである。

その手法として無から今の組織を創りあげて今日まで運営してきた苦心談、事業の変遷と発展について折々の

時代背景と表裏一体になって資金作りから始めて時代の先を読みながら経営の舵取りをして来た。

平成２０年 (２００８年) ３月 金田福祉村 “いちごの会だより”
金田福祉村の活動も今年の２月１日をもって満５年を経
過いたしました。毎日忙しく夢中で過ごしてきた５年間
ですが、毎年、４月を事業年度の区切りと思い込んでス
ケージュールを立て、それをこなしている内に何時とは
なしに、金田福祉村の誕生日の思い出が薄れてきている

ような気がします。開村式当日の情景よりも改修が終わ
って拠点披露のこけら落としの祝典の方が印象に残って

いるのは私だけでしょうか、皆さん如何ですか？ ２月１日を福祉村の創立記念日なんていうのは如何でしょ
うかね？ 当時の写真を二枚ほど･･････

２月の活動から

２月１２日 園児の福祉村訪問

保育園からさくら組みのお友だちの訪問を受けて、拠点では大友さんをは

じめ数人のボランティアさんが朝から準備をしていました。座敷一杯に膝を

詰めて座った園児たちに大友さんが魔法の袋よろしくかばんの中から色々な

品物を取り出します。ハーモニカやお医者さんの聴診器まで取り出しながら

大友さんのユーモア一杯の話かけに園児たちも歓声を上げて聞き入ります。 《さあ、何が出るかな？》↑

お話しのあと、折り紙の万華鏡を作って遊びました。それをおみやげに園児たちは元気い

っぱいで帰りました。

２月１８日 ミニデイ 公民館祭りの作品つくり

きょうは参加されたお客様には ３月１･２日(土･日)に開かれる金田公民館まつりに出品

する折り紙の吊るし雛つくりに挑戦していただきました。色紙に千代紙や色々な包装紙を正

方形に切った紙を使って吊下げる作品をめいめいに折りました。

２月２１日 平成１９年度町内福祉村ボランティア合同研修会

平塚市では毎年２月になると市内の全福祉村からボランティアが集まって町内福祉村合同

研修会が開かれます。今年も市の教育会館を会場にして市内８ヵ所の福祉村ボランティアが集まりました。

プログラムのメインは「地域課題の発見とその解決に向けたネットワークの活用」と題して「ＮＰＯ法人地域福

祉サポーターちた(知多)」代表理事 松下典子さんの講演がありました。 以下は 松下典子さんの話の要旨：

このお話しを聞いて活動の主旨については我々の福祉村と全く同じであると共感すると同時に、我々以上にすご

いと思った点は 松下さんは同志と共にすべてを一から独力で立ち上げて２０年活動して来られた点です。

福祉村は市の補助金で予算を頂いて活動しているわけですが、いずれ近い将来、ＮＰＯ法人としての活動を視野に

入れるときが来ると思います。

また、色々な話の中で私にとって印象的だったのはリーダーの交代と理念の継承について語られたことでした。

・組織はいつも生きていなければならない、組織が死んだら代表の交代は出来ない。

・同じ人が続けたらだめ ・新しい代表は新しいものをプラスすること ・色々な視点であなたのやり方で等々

実践された体験からのお話しは中々迫力がありました。

その後、活動報告として花水地区「男のサロンの取り組みから、誕生とその後の経過」と大神地区福祉村から「農

園から始まる地域の和」と題する発表がありました。

来賓と記念撮影 開村式会場の様子



平成２０年 (２００８年) ４月 金田福祉村 “いちごの会だより”

３月の活動から

３月１日～３月２日 公民館まつり盛会裡に終わりました

皆さまのご協力ありがとうございました。“牛乳パックから和紙を作り その和

紙を使ってちぎり絵を作る”という大きなテーマで始めた大きな(180×180)壁掛

けは今年で２年目になります。 去年は春をテーマの桜、今年は夏をテーマに

“ひまわり”を制作しました。

拠点の庭にビニールシートを屋根にして日除けを作り、8 月末より 9 月中頃ま

でかけて和紙を漉きました。牛乳パックを水に浸しパルプだけにする大変な日、

汗びっしょりで漉いた日、台風接近で拠点の部屋の中に取り込んだ日などありま

したが、この紙を使ってミニデイで高齢者と一緒にちぎり絵を作った日は『黄色

い和紙ください』『グリーンの和紙ください』大きな声が飛び交う楽しい 楽しい

協同の作品作りになりました。

また各地域の出向きサロンで作った絹生地の絞り染めのスカーフはどの様

な模様に染まったかの期待で、絞り染めに参加された高齢者の皆さん方は会場に入るや、スカーフに付けた名

前を友達や家族といっしょに探すという盛況でした。どちらも出来映えは最高、皆さまご満悦でした。

手芸、パッチワーク、折り紙等ご指導をくださいましたボランティアの先生方にお礼を申しあげます。

３月６日 19 年度 第 4 回 コーディネーター研修 が市役所南庁舎で開かれ、参加した市内９カ所の福祉村の

コーディネーターが４班に分かれてそれぞれに地域福祉のあり方について意見の交換と討論を行いました。

3 月１０日 ミニデイ お饅頭つくり 園児と交流

ミニデイなのに雨、お客様の出足が悪いが予定の時刻

10 時 15 分には公民館調理室の前に身支度をした園児(２

４名)が行儀良く座っている出番を待っているのに驚かさ

れ、さすがに卒園する園児だと思いました。

調理室内で 5 テーブルに分かれ、それぞれにボランテ

ィア２名と高齢者が待っている所にもう一度手を洗って園児達が位置に付いてお饅頭つくりが始まりました。

各班１６個を２回作る作業です。

調理室の中は･･･入室者が多い、また湯気で室内が暑くなっている、子ども達の掌の体温が高い等などで砂

糖や水の量を加減しましたので･･･『難しかったけれど楽しかった』『粉とベーキングパウダーを３回ふるった

ね、面白かった』など失敗もなく無事終わりました。

お饅頭が出来上がって 和室での交流はいっしょにお饅頭を作ったグループ毎にテーブルを囲み、自分達の

作ったお茶とお饅頭２個を食べました。アンコが好きだから目玉を残し最後に食べる子、２個のお饅頭を雪だ

るまと言って重ねる子、転がす子、『おっぱい』と言って胸に当てる子、ただ一人１個残している子に『嫌い

なの?』と聞くと急いで食べた。自分で作ったお饅頭･･･優しく作ったお饅頭･･･大切に 大切に作ったお饅頭･･･

おいしかったね。

３月２４日 ミニデイ 手紙を出しましょう

年をとると文字を書くことがおっくうになり若い時のようにすらすらと文章が書けません。今日は二百字詰

めの原稿用紙を用意して集まったお客様にお友達や身内の方々に宛てて手紙を出すことを想定して短い文章

を綴って頂きました。日頃、千切り絵などで指先を使って細かい作業している所為か、文章を練って字を書く

ことにも良い成果が現れているように思いました。

《大きなひまわりの千切り絵》

《絞り染めの満艦飾、手前は吊るし飾り》

《アンコを包む園児たち》 《みんなで試食おいしいね》



平成２０年 (２００８年) ５月 金田福祉村 “いちごの会だより”

平成２０年度金田福祉村定期総会が開かれました

この日、午後１時３０分より金田公民館２階ホールで第７期の活動に

向けて２０年度の定期総会が開かれました。 平塚市から福祉総務課の

中村貴司さん、地域包括支援センターから平澤孝枝さん、濱田克章さん

と三人の来賓をお迎えして、昨年度の事業報告、会計報告、そして新年

度の事業計画と予算について全会一致で承認可決いたしました。

平成１５年２月福祉村の発足以来、「いちごの会」の活動はボランティ

アの皆様方の絶大なご支援とご協力のお蔭で 益々活発化の一途を辿っ

ています。 今後ともよろしくお願い申しあげます。

４月の活動から

４月７日 ミニデイ・園児と交流

生憎の天気で朝から雨が降り出しました。本当は桜公園で

園児と桜の木の下で交流する予定でしたが、急遽会場を金田

公民館のロビーに変更して交流が始まりました。はじめに手

話を交えて歌を歌い、大きなボールを使って転がしたり、

バトンを使って色々な遊戯体操を行い、最後はお年寄り達の

作るバトンのトンネルを潜って「さようなら」しました。

４月１１日 民生委員･児童委員協議会の皆さんと交流会

民生委員･児童委員の方々と福祉村の役員が公民館の図書室に集まってお互いに

意見の交換を行いました。

民生委員の方々の大部分が昨年１１月に新しく委員になられて、かねがね、その

方々とのお近づきの機会を得たいと福祉村のネット委員長の二宮さんが民生委員

の三川一夫会長や中川副会長さんとおはかりして、この交流会を持つことが出来ま

した。お互いの仕事の目的や現状を話し合い、そしてお互いに協力し合える事柄な

どについて意見の交換を行いました。これをきっかけに交流が深まりますように･･･

４月１８日 出向きサロン SCN ネットの取材を受ける

平塚市広報の意向を受けて湘南ケーブルネットの取材班

が福祉村を訪れました。午後１時３０分拠点を訪れた取材班

は拠点で野川チーフコーディネータにインタービユーの後、

入野自治会館で開かれていた出向きサロンの方へ移動し、

サロンで楽しんでいるお年寄り達の様子を取材しました。

サロンでは５月の節句を控えて全員が折り紙で真鯉、緋鯉、

子供の鯉を折り、それを画用紙に貼って鯉のぼりの風景を作品に仕上げました。 この様子は 4 月２８日から 5 月

１１日までの間ケーブル TV 湘南チャンネル２ch で放送されることになっています。また、平塚市のホームページ

でも見られるそうです。

４月２８日 ミニデイ レンゲ畑で雲雀の声を聞く

金田小学校の東側のレンゲ畑の中で温かい外気の中でミニ

デイを開きました。みんなで大きな声で立て続けに 10 曲以上

もの春の歌や懐かしのメロディを歌いました。続いてお手玉

遊び、ボール送り、ゴムひも体操などをして体をほぐしまし

た。ボランティアさん心づくしの手作り弁当に舌鼓を打った

あと、一面のレンゲ畑の中でみんな童心に帰ってレイを作っ

たり、花束を作ったりしてレンゲの花摘みをしました。

《挨拶をされる井澤文子会長》

《トンネルを抜けてさようなら》《おててつないで･･･》

《交 流 会 の 様 子》

《SCN 取材の様子》 《みんなで作品を掲げる》

《レンゲ畑の真ん中で》 《童心に帰って花を摘む》



平成２０年 (２００８年) ６月 金田福祉村 “いちごの会だより”

「ロハス」のすすめ

この頃はやたらにセフレとかセレブだとか意味の良く分からない言葉が流行っていますが、「ロハス」とい

う言葉をお聞きになったことがありませんか？

「ロハス」とは Lifestyles Of Health And Sustainability(健康と持続可能な社会生活)の頭文字 LOHAS から生

まれた単語だそうです。健康的で地球環境に優しい生活スタイルのことを指し、日本でもこのロハス式生活を

目指そうとする動きが急速に広まっているようです。

一見難しそうに聞こえますが、例えば、身体に優しい有機栽培の食材を選び、外出には自転車を使い、省エ

ネに気を使う･････そんなちょっとした心がけの生活が十分ロハス式なのです。

大切なのは健康で環境に優しい暮らしを「義務」としてではなく「楽しみ」と考えること。なんだか福祉村

活動にも応用できそうな気がしますが如何でしょうか？

５月の活動から

５月１２日 20 年度 第１回カルチャースクール 包括のお話を聞く

季節はずれの肌寒い 5 月 12 日、金田公民館一階和室で開催されました。

内容は介護保険と後期高齢者医療制度についてでした。講師に地域包括支援センター

「とよだ」の平澤孝枝氏。司会の福祉村会長井澤文子さんより開会の挨拶と講師の紹

介で始まりました。

前半に介護保険ガイドブックを使って介護保険制度が変わったことから始まり、

一つひとつ丁寧に説明があり、後半は今話題の後期高齢者医療制度についてのお話が

ありました。その後質問が一題あり、二時間を要したにもかかわらず参加者は真剣に聞かれているようでした。

最後に司会の方から介護保険を使わずに済む生き方、公民館での体操などの呼びかけと、もし聞きたくなったら

近くに包括支援センターあるので安心して相談できるのでは･･･との話で終了しました。

私自身も詳しく聞く機会をいただき安心して自分らしく生きようと思いました。 参加人数３７名でした。

寄稿：西脇さん

５月１６日 入野出向きサロン 落語とおにぎり

今年から出向きサロンでボランティアの大友さんが落語を披露して下さること

になりました。予定では毎月一回どこかの出向きサロンに大友さんがお出でになっ

てお話をしてくださいます。 ４月４日 飯島の出向きサロンを皮切りに５月の今

日は入野の自治会館が会場になりました。

今日の出向きサロンは大友さんの楽しいお話から始まりました。お話に落ちがつ

いたところで、全員で懐かしのメロディを歌って声出しをし、大きなボールを使っ

た体操、ダンベル体操などいつもの活動に加えて時間を午後２時まで延長しました。

お昼は参加者が自分でおにぎりを握って昼食と致しました。皆でわいわい言いながら熱々の炊き立てご飯をラップ

に包んで握りました。午後はカラオケを心ゆくまで楽しみました。

大友さんのお話はこの後、寺田縄６月、長持７月と巡回します。さらに、本年は８、９、10、11 月ともう一巡し、

都合８回出演して下さいます。

５月２６日 ミニデイ かしわ餅･ヨモギだんごつくり

朝から公民館の調理室は大賑わいです。お年寄りの皆さんに“むかし取った杵柄”

よろしく現役の頃を思い出していただくために５月のミニデイには、必ず、かしわ

餅とよもぎ団子作りがミニデイのテーマに入ります。この日の為にボランティアさ

んは 2 回もリハーサルをして事前の準備を致しました。１０時から１１時半までた

っぷり１時間半かけてお年寄りの皆さんそれぞれに出来上がったお餅と団子を、ボ

ランティアさん心づくしの軽食のお皿に合わせて盛り付けました。食後は腹ごなし

に歌を歌って腹ごなしに２０曲ほど歌い、ダンベル体操をしました。
《蒸けた餅を柏葉に包む》

《大友さんのお話を聞く》

《平澤さんの話を聞く》



平成２０年 (２００８年) ７月 金田福祉村 “いちごの会だより”

６月の活動から

６月９日 七国荘出向きミニデイ

前夜来の激しい雨は夜明け前には、どうやら小降りになり、集合時間の９

時１５分ごろには雨具の必要もないほどに回復したようです。周到なボラン

ティアの準備で万事予定通りに進行し、２台のマイクロバスは９時３０分に

出発して それぞれ途中で乗るお客様を拾いながら１０時前には七国荘に到

着しました。全員一服の後、１０時過ぎから恒例によって井澤会長のご挨拶

から行事が始まりました。保健師さんの挨拶と健康相談、薔薇の花の折り紙、

蛙の被り物をかぶって手話を交えた歌“蛙の声”を歌ったり、体操をしたり、

カラオケに健康音頭を踊りながら会場を廻るなど盛沢山のプログラムをこなしました。お昼はボランティアさ

ん心づくしのチラシ寿司です。皆さん「美味しい」「美味しい」と大好評でした。 以下はスナップ集です

６月 20 日 園児と交流 入野自治会館で

今日の園児との交流会は公民館が使えないために入野出向きサロンの自治会館を会場にして活動しました。

午前中は園児達とお手玉、折り紙、ケンケンパー、ボール送り、大きなバルーンに乗ったり抱えたり、ハンド

ベル演奏、どんぶり送りなどして交流し、午後は出向きサロンとしてお年寄りたちは思い思いに会館の座敷い

っぱいに散らばって草履作りをする人、手芸をする人、カラオケに熱中する人など自分の好きなことをして過

ごしました。お昼は炊き立てのご飯をお客様がそれぞれに自分でお握りにして頂きました。

《折り上がったバラの花を貼りつ
けた作品を一斉に掲げる皆さん》

《手話をいれて蛙の声を歌う》 《仲良しでカラオケを歌う》

《お手玉をする園児たち》 《ピョンピョン蛙を折る園児達》 《大きなボールでクッション遊び》

《ケンケンパー ケンケンパー》 《ボール送り競争だ！！》 《午後は思い思いに》

《健康音頭を踊る皆さん》



平成２０年 (２００８年) ８月 金田福祉村 “いちごの会だより”

７月の活動から

７月１日

神田地区福祉村検討委員会との懇談会

今回神田地区でも福祉村を･･･という事で、福祉村の設置について１０名

の検討委員会の方々が金田福祉村の視察に来られました。はじめに、拠点

に立寄られサロンの状況を視察した後、公民館にも立寄り折から準備中の

七夕飾りを見てから会場を入野自治会館に移して金田の各委員会リーダー

と懇談しました。 《拠点を視察される検討委員会一行》→

双方会長の挨拶の後、金田地区野川初代会長より福祉村設立の動機、きっかけ、立上げの経過、活動に至るまで

草創期の曲折と現在の活動状況についてお話をし、それについてお互いに自由に質疑応答のあと神田地区福祉村の

設立にエールをおくりました。

７月４日 公民館で七夕交流会

ここ三ヶ月ばかり平塚市の七夕飾りコンクールに備えて福祉村で

も、みんなでミニデイや毎日のサロン等で色々とお手伝いして来まし

た。今年はこのミニデイの日がちょうど平塚市の七夕まつりの初日と

重なってしまいましたが、公民館での飾りつけ作業も昨日の内に準備

を済ませて今日の日を迎えました。

今日は朝から七夕まつりの審査に参加するために本格的な飾りの

吊下げ作業が始まっています。

今日ミニデイに参加してくださるお客さま方には交流会の後で飾りを見物鑑賞する楽しみがあります。

ミニデイでは、銘々 折り紙のコマを作り、コマ回し競争を楽しんだ後 ボランティアさん心づくしのお弁当を頂

きました。 楽しい歓談のあと お昼からは公民館のロビーを利用して皆で輪になり七夕音頭を踊りました。ロビー

いっぱいに踊りの輪を拡げて何回も廻りました。 ひとしきり踊りを楽しんだあと、公民館の外に出て七夕飾りの

下で 参加者全員で写真を撮りました。 みんな口々に飾りの出来映えを誉めて「今年も一等入賞は間違いないぞ」

と自信を深めていました。 （註：翌日の審査発表で やっぱり一等入賞でした。 これで都合９回、連続８年一

等賞ということになりました。おめでとうございました。）

７月１４日

港地区・大洋中学校 災害対策講習会 ＝要援護者の搬送訓練＝

去年の７月、調査･広報委員会で初めてこの講習会を見学させて頂きましたが、

今年はこの有意義な講習会を何とかして金田でも取り入れられないかと思いネッ

トワーク委員会や行事･研修委員会の有志と相談して金田から５人が見学に参加い

たしました。

この要援護者搬送訓練は昨年同様、一年生は視覚障害者誘導、起震車による地震

体験、三角巾の使い方、二年生は毛布を利用して６人掛りの担送訓練、二人で一人

を運ぶ、車椅子の操作、三年生は人工呼吸、心臓マッサージ、AED の使い方など

です。

渡邊港福祉村村長さんの話ですと 港福祉村ではこの活動を７年前から始めてい

て、大洋中学校が全校を挙げて学校の行事として取り入れたのが今年で４回目だと

いう事です。帰途金田から参加した５人は異口同音にこうした訓練の必要性を痛感し、

金田でも金旭中学校に働きかけてこのような運動を実行したいものだと話し合いました。

《今年のテーマ篤姫飾りの下で》

《視覚障害者誘導訓練》

《起震車で震度６体験》



平成２０年 (２００８年) ９月 金田福祉村 “いちごの会だより”

８月の活動から

７月２８日

カルチャースクール・ボランティア自主研修会

これまでは、ボランティア研修会と言えば外部から講師を招いてお話を

聞くと言った形で開催されるところですが、今回は福祉村初めての試みと

して自主的にボランティアさん達が、お客様となる高齢者や体の不自由な

方にどのように対応したら良いか、各地区ごとに色々なアイデアを出し合

ってそれを確認しながら自分達で体感する研修会に致しました。 《バルーンを使って体操》

参加されるボランティアさんもこれまでになかった意気込みで、５０名もの大勢の皆さんが集いました。

会長挨拶の後、

①ハーモニカの伴奏で海の歌二曲を大きな声で歌って声だしをし、

②包装紙を使って印刷された模様を復元する一種のジグソーパズルの体験をしました。

③ボウル送り、バルーンを使った運動、やわらの曲に合わせた体操、武田節に合わせた振り付けバトン体

操、盆踊り形式のしあわせ音頭など色々体験しました。

そのあと、皆で紅茶とケーキで一服しながら今日の感想を語りあって懇親を図りました。

８月１１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、お盆の季節を迎えると、あの辛かった戦争中のこと、悲しかった

敗戦の思い出が巡ってきます。福祉村ができた年に始めたこの行事も今

年で６回目を迎えました。

最初の年はお迎えしたお客様１人にボランティア２人がひと組にな

ってテーブルを挟んで向き合い、相対で昔のお話を伺いながら記録を採

らして頂きました。

２年目、３年目、４年目は事前に発表して頂く内容を先に２００字程

度の粗筋に纏めていただいて、それを基にしてお話をして頂きました。 事前に皆さまから寄せられる発表内容の

粗筋に合わせて野川初代会長が実に詳細にわたる資料の準備をして下さいました。

会場の設営も、テーブルを円形に並べたり、発表グループと聴衆グループを向き合わせてシンポジウム形式にし

たりして、参加される一般の人も含めて全員がそれぞれの思いを気軽に発表できるように工夫しました。

最初のころは、発表の内容は兵士として応召した話、送られた話、金田から平塚まで出征の道筋経路の話など当

時の村の様子を物語るエピソードや、戦争ばかりでなく関東大震災や花水川の氾濫による金田地区の洪水等に及び

ました。またある年は兵士として広島で体験した原爆の話、生々しい金田での被爆体験、ドリットルの東京初空襲

の目撃体験など実に数え切れない体験談の発表がありました。

特に５年目の昨年は敗戦直前、蘇満国境を越えて侵入するソ連軍に追われて、赤峰から北朝鮮の宣川へ逃避し、

更に引き返して混乱する旧満州の荒野を彷徨いながら、コロ島から引揚げられた野川前会長の叔母上の女子供を中

心にした一行の受難の実録は昨年に続いて今年も披露されました。

この様にして続けてきた「聞かせてよ昔の話を」ですが、さすがに六年目の今年は語り部になって下さる高齢者

の年齢も少しづつ若返り、話の内容も戦前から戦中戦後の辺りに下って、敗戦当時、中学生だった方も今では７６

歳から８０歳という状況になってしまいました。 来年はどんな形でこの行事を続けたらよいか皆さんのお知恵を

拝借したいと思います。 どうぞ、ご意見をお寄せください。

《聞かせてよ昔の話を…会場風景》



平成２０年 (２００８年) １０月 金田福祉村 “いちごの会だより” ９月の活動から

9 月のミニデイ・カルチャースクールのプログラム進行打合せをしました

防災意識啓発の月となる９月は国でも県でも市でも総合的な訓練を行っていますが、金田福祉村でも発足以来、

この防災については普段の心がけが何よりも大切なことだと考えて来ています。

今年は９月２９日にミニデイとカルチャースクールを結び付けて、もしも災害に遭遇した時に、どのように行動

したら良いかについて具体的に研修することに致しました。 ひと口に防災と言っても、必ずしも地震だけとは限

りません。火災、水害、台風など色々なことが想定されます。

そこで、９月２９日の午前中はミニデイの中で参加されるお年寄り達を対象にイザと

云うときに備えての心構えと「こんな時にはどうする」といったことについて、そして

又、お昼からはボランティアさんを対象に「イザという時、福祉村ではどうする」とい

ったことについて、講師をお招きしてお話と実技を研修することにしました。

そして８月２６日の午後４時から講師をお願いしていた福祉事務所の三人の保健師

さん方と拠点で打合せをしました。 ９月末に行われるこの研修の結果は来月号で詳し

くお伝えします。 全員参加で頑張りましょう！！

９月１日～４日 牛乳パックで和紙作り

来年の公民館まつりに出品する大きな千切り絵の制作に備えて恒例の和紙作りが始

まりました。日頃お付き合いを願っている保育園から、給食の後、回収して下さった牛

乳パックやボランティアさん達がそれぞれ持ち寄った牛乳、ジュース、お酒等の･･･ド

ッサリ集めたカートンパックから和紙を漉き出しました。

９月１日に先立つ４、５日前から大きなポリバケツに水を張って切り開いたパックを

漬け込み、ラミネートされたフイルムの間のパルプを回収する作業から始まりました。

回収したパルプを粉砕して漉き、それを外した網戸に展着させて乾燥しました。 今年

はお天気に恵まれてよい仕上がりの和紙が沢山できました。

この和紙に着色してこの秋は又、千切り絵の大作に取り組みます。 去年は大きな桜

（春）、今年は大きなひまわり(夏)、が公民館まつりの会場を圧倒しましたが果たして

来年（季題は秋）はどんな作品が出現するのでしょうか？ 楽しみですね！！

９月２６日 長持出向きサロンで駐在さんの話を聞く

金田福祉村では飯島、入野、寺田縄、長持の四地区の各自治会館を利用して毎月出向

きサロンを開いていますが、この四つの会場を巡って平塚警察署金田駐在所の水川駐在

さんがサロンに集まる高齢者を対象に交通安全の話やあの手この手で高齢者をだまそ

うとする悪質な詐欺行為の被害者にならない様に色々の実例を挙げて話をして下さい

ました。

この日は長持ちの出向きサロン会場にして水川駐在と交通安全協会から２人、合わせ

て三人で会場に来られて新手の詐欺犯罪手口と交通安全について『いま、高齢者が狙わ

れている』と題して色々と話して下さいました。

『オレオレ詐欺』も段々手口が変わって『架空請求詐欺』『融資保証金詐欺』へとお

年寄りをだます手口が巧妙になってきた。こう言うのに引かからない為の“心構えをど

うするか？” 『私に限って大丈夫！』と云う思い入れ？過信？が一番危険だと言うこ

と･･･そして、自転車の前籠に防犯ネットを取り付けること、バッグは車道側の肩や手

に提げない、後ろ側から接近するバイクに注意しよう等々

多くのことを勉強しました。最後に自転車の前かご用ネットとセーフティワイヤーロッ

クと鍵を頂きました。

「今日サロンに来た人は良かったね･･･」皆さん得した気持になりました。

《パックのフィルムを剥がす》

《パルプのかき集め》

《ミキサーで粉砕する》

《粉砕したパルプを漉く》

《網戸に展着する》

《網戸を使って天日乾燥》



平成２０年 (２００８年) １１月 金田福祉村 “いちごの会だより”

１０月の活動から

９月２９日 ミニデイとボランティア研修 防災の話と実技

先月号でお知らせしたようにミニデイとカルチャースクールを結び付けて、もしも

災害に遭遇した時に、どのように行動したら良いかについて具体的に福祉事務所から

講師の方々をお呼びして研修を致しました。 ひと口に防災と言っても、必ずしも地

震だけとは限りません。火災、水害、台風など色々なことが想定されます。

この日、午前中はミニデイの中で参加されるお年寄り達を対象にイザと云うときに備えての心構えについて「こ

ういう時にはどうすればよいか」色々な例を挙げてお話を聞きました。自分が一日の内で一番長く時を過ごす場所

はどこか？ その場所が災害から身を守るために本当に安全か？ 避難する時に心がけなければならないこと、緊

急に備えて準備しておくべき事柄などについて話を聞くとともに、健康面について 口腔ケア、栄養、普段医者かか

っている人が服用している薬についてどうするか等、「もしも･･･の時のために」という全員に頂いたリーフレット

を参照しながらお話を聞きました。

又、お昼からはボランティアさんを対象に「イザという時、福祉村ではどうする」をテーマに午前とは違った観

点で、お話と実技を研修いたしました。

実技については毛布を利用して緊急時に動けなくなった人を搬送する方法を教わりました。 そして、更に拠点

で、実際に家庭内で起こりそうな色々な緊急事態を想定した患者の運び出しについて教わる筈でしたが、天候が急

に雨に変わった為に研修を中止いたしました。

研修が終わってからの反省会で、今後、継続的にこの防災についての意識を持ち続けて地域に根付かせる為にも

出向きサロンを利用して福祉事務所の今日の講師陣にご指導をお願いすることに致しました。

１０月 ４日 高齢者見守り出前講座

金田地区民生児童委員協議会の主催で高齢者･障害者見守り出前講座が開かれました。

福祉村からも役員が参加いたしました。この日の講師は消費生活専門相談委員の福永さつき先生です。テーマは「悪

質商法に気をつけよう」でした。このところ、初期の「おれおれ詐欺」も手が込んできて被害者が又、急に増えだ

したと言うことです。 日頃、高齢者に接する機会の多い福祉村のボランティアさん方にも聞いて欲しいと言うこ

とでこの日の参加となりました。 ・契約の意味、・契約のトラブルの色々・クーリングオフ制度、について具体的

な例を挙げながらの分かりやすい有意義なお話を聞きました。

10 月 27 日 ミニデイ 園児と交流

午前１０時、公民館に集まった高齢者た

ちは揃って金田保育園まで歩いてお訪ね

しました。 園では早くから福祉村のお年

寄りたちを迎える準備をして下さってい

て、正面にお年寄り達のために席を横一列に並べてその前にさくらさん、ゆりさん、すみれさんと園児たちが整列

して待っていてくれました。 ＊１

園長先生のご挨拶、福祉村会長の挨拶についで園児たちがつい先ごろ行われた運動会の演技の再演をしてくれま

した。 北京五輪にちなんださくらさん(年長組)のダンスに始まり、ゆりさん達の「金魚仮面がやってきた」そし

てすみれさん達の「宇宙人ピピ」、につづいてさくらさん達による、掛け声も勇ましい「ソイヤ」が演じられました。

先生方のお話では演技を重ねる毎に余裕が出て来て最高の出来栄えだそうです。 さすがに５ヵ月後にはぴかぴか

の一年生なる自覚が出来つつあるのでしょうか･･･ 福祉村のお年寄りたちも可愛い自分の孫たちの年代に園児た

ちの姿をダブらせて笑顔で拍手を送って声援しました。

最後に福祉村のお年寄りたちも参加して「しあわせ音頭」を踊りました。園児たちと手をつないで全員で楽しく

踊りました。 そして、さくらさん達から先生方のご指導で作った手提げ篭にお菓子を入れた御みやげをひとり一

人にプレゼントして頂きました。＊２ お別れには園児たちが正門の両脇に並んでその間をお年寄りたちはこど

も達と握手をしたり、手を振ったりして名残を惜しみました。＊３

＊１ ＊２ ＊３

《毛布を使って担送実習》



平成２０年 (２００８年) １２月 金田福祉村 “いちごの会だより”

１１月の活動から

１０月３０日 保育園の芋掘り

金田保育園と道一つ隔てたお向かいに福祉村会長さんの畑があります。この畑には会

長さんの丹精でお花がいつも一杯咲いています。この畑の北側はさつま芋の畑になってい

て毎年５月にお向かいの保育園のさくら組の年長さん達によって芋苗が植えられ、そして

秋には芋掘り行事が行われます。

今年もにぎやかに芋掘りが行われましたが、今回は特に芋掘りに先立って８人の福祉村

ボランティアとお二人の先生によってお花畑の百日草とマリーゴールドの花束８０人分を

作って保育園に贈りました。これは先日、敬老の日を記念して福祉村のお年寄り達を招いて一生懸命演技を見せて

くれた園児たちにお礼の気持ちを込めたものでした。

定刻９時半、畑に登場した年長さん達は先ず、正月飾りに使うドライフラワーの材料となる千日草と貝殻細工草

の花束(自分の名入り)を作ってから芋掘りになりました。 今年はとてもお芋の出来が良く、にぎやかな芋掘りにな

りました。 特にみんながその大きさに驚いて“おしん芋”と名付けた芋が収穫できたことでした。それは土に埋

もれて年を越した去年の芋の根がお隣のコンクリ塀の際のカチカチの土の中でびっくりするほどの大きさに四つも

育っていた事でした。 頑張ったお芋に自然に拍手が起こりました。園児との交流芋掘りは収穫も多く内容も深い

事業になりました。お手伝い下さったボランティアさん有難うございました。

１１月 ８日 認知症サポーター養成講座

この日の講座には、５０人もの大勢の福祉村ボランティアが参加しました。

講師は包括支援センターとよだの平澤孝枝氏、濱田克章氏です。ビデオ上映、そして教

材を使って認知症に対する理解、診断、治療、権利を守ること等お話をして頂きました。

認知症サポーターとは厚生労働省が「認知症を知り、地域を作る１０ヵ年」キャンペ

ーンの一環として、認知症を正しく理解し、偏見を持たず、認知症の人や家族を温かく

見守り安心して暮らせる地域を市民の手で作っていくことを目指して作られました。

最近、私達のまわりでも認知症の方の話を耳にします。各々の家族、認知症の症状によって違いがあり、難しい

事だと思いますが、認知症は病気である。誰でもなる可能性がある。サポーターは認知症になった方の出来ない部

分を補う杖になってあげれば良いということを聞いて、私もそういう事で少しでもお役に立てる様になればと思い

ました。 最後にサポーター講座を受講した人には「オレンジリング」を頂きました。 Ｍ.Ｓ さん寄稿

＊ 今日の講習で認知症について知識を身につけた福祉村の５０人のサポーターが、今後、増えることが予想され

る認知症の方々の為に少しでもお役に立てれば幸いだと思います。

１１月１７日 ミニデイ 大きな千切り絵

９月はじめに数日かけて漉き上げた和紙に色々な色付けをして準備してきた千切り絵

の材料を使って今日のミニデイは来年３月の公民館まつりに展示する大きな千切り絵の

制作に取り掛かりました。去年は大きな桜の木を主題にした春の絵、今年は広い畑に無

数に咲くひまわりを主題にした夏の絵、来年は秋をテーマにどんな絵が仕上がることで

しょう。 二日前の土曜日、拠点に中心となるボランティアさんが集まって所々に色紙

を貼り込んで構図全体の調子を整えました。

そして今日の本番は事前に打ち合わせた段取りに従って何処にどの色を貼るか集まっ

た高齢者の皆さんとボランティアさんとが一体となって千切り絵を描いていきます。薄

く線を引いた下絵の上に千切った色紙が載せられていきます。無心に紙を千切り刻む人、

それに糊をつけて固定する人、全員が夢中になって集中しましたが、ふすま紙２枚分の

広さを埋め尽くす所までにはいきませんでした。 後は拠点に集まる方々の手をお借り

してコツコツと仕上げにかかります。

１１月２１日 拠点縁側カーテン裾模様を描く

拠点の広縁に風除けのカーテンが取り付けられましたが、この白いカーテンに金田小

の生徒さんの描いた百日草をモチーフにした絵を連続模様にして描き、これに出向きサ

ロンのお年寄り達が色を入れました。 「如何です？」中々しゃれたカーテンになった

でしょう。

《説明する講師方》

《二組に分かれて･･》

《左右を合わせて見る》

《ワーでっかいぞー》

《拠点広縁のカーテン》


