
平成２１年（２００９年）１月 金田福祉村“いちごの会”だより

新年を迎えるにあたり 金田福祉村会長 井澤文子

光陰矢のごとし･･･ついこの間 平成２０年を迎えたと思っていたのにもう、新年を迎える頃となりました。

「いちごの会」金田福祉村の活動も多くのボランティアさんのご尽力のお蔭をもちまして、この二月で満六年になります。

優しい皆様の「声かけ」「見守り」活動とその積み重ねによる支援が良い結果として現われ、活動の手応えを感ずる一年

を過ごさせて頂きましたのも福祉村ボランティア皆さんのご理解と ご協力の賜物と 心よりお礼を申しあげます。

今期は公民館で行うミニデイを月１回に減らして代りに各地区で行う出向きサロンを二回に増やしましたので利用者の

幅が広がりました。今のところ地域の茶の間として、もっと気楽に自由に皆さんの溜まり場とまでは行きませんが、今年はそ

れに向けて頑張り、各地区の出向きサロンが理想的な地区の溜まり場に近づく様に、なお一層のご努力をお願い申しあ

げます。

ミニデイ、出向きサロン、拠点サロンにいらっしゃる皆さん方が福祉村ボランティア達と一緒になって、おしゃべり、歌、指

運動、体操などをしたり、園児たちと ふれ合い、自然の花や香りに和んだりする時、その香りや感触によっていくらかでも

脳が刺激され、活性化されてお元気になられた事と思います。 ミニデイやサロンに来られる方々のお気持を汲んでストレ

スを発散させてあげられる私達の活動は大変重要な活動であります。一人でも多くのお年寄りたちに福祉村を利用してい

ただき、いま現在の元気を保ってほしいと願ってやみません。

１２月の活動から

１１月２９日（土） 金田小秋まつり

毎年この時期に行われる金田小学校の秋祭りは高校や大学の文化祭のような

もので地域の色々の団体が協力して生徒児童たちの活動を啓発支援します。今

年も２０以上の団体やグループの支援によって多彩な社会的文化的授業が行わ

れました。 金田福祉村でも とうもろこしの皮を利用した人形作りを指導しました。 会長と数人のボランティ

アさんが何ヶ月も前から準備して乾燥させたとうもろこしの皮を使って事前に

幾度か試作を繰り返した作品です。この日の教室では指導するボランティアさ

んたち 以上に生徒たちが作品に込めるアイデアの新鮮さと奇抜さに感心たり

驚いたりしたひと時でした。

１２月の出向きサロンはクリスマス･リースを作りました

５日飯島地区、１２日入野、寺田縄、長持地区と１２月は年末休みを控えて各地区

１回だけの出向きサロンでしたが、全地区が揃って クリスマス・リース作りに取り組み

ました。 予めボランティアさん達の手で準備された台にドライフラワーの花飾りを各

自が思い思いに絡ませながら取り付けます。松ボックリ、アジサイ、千日草、折り紙サンタ、造花の葉っぱ、など色とりどりの

リースが出来上がりました。

その後で各地区それぞれに思いを凝らしたお昼を頂いて午後二時ごろまで楽しく過ごしました。

１２月１５日 コーディネータ研修

市福祉総務課主催の平成 20年度第一回のコーディネータ研修が開かれました。

この日のテーマは 1、こども総合相談窓口について ２．長寿医療制度についてでした。

１２月１６日 ミニデイ 園児のお遊戯見学交流会

１２月５日に発表会を開いてお父さんやお母さん方に日頃の成果をお披露目

した金田保育園の園児達が、今日は福祉村のお年寄りのためにその演技を再

現して下さいました。そのプログラムの演目は１０項目にも及びその中には

お遊戯が七つ、合奏が二つ、劇が一つありました。二歳児から五歳児までそれぞれが素晴らしい成長を思わせる

演技の数々に福祉村のお年寄り達も大きな声援を送りました。 最後は皆で園庭に出て“しあわせ音頭”を踊り

ました。

《素晴らしい出来栄えの人形たち》

《皆で楽しくリースつくり 寺田縄》

《二歳児の演じる劇“大きな蕪”》



平成２１年（２００９年）２月 金田福祉村“いちごの会”だより

１月の活動から

１月 10 日（土） カル・レク 柴又七福神巡り

晴天の中 午前７時３０分 参加者４５名を乗せたバ

スは東京に向けて出発しました。 会長の挨拶、副会長の

コース説明など、後は自由時間、車の中は楽しそうな話し

声に満ち溢れていました。

七福神を巡った中で特に感じたことは、柴又帝釈天の名で親しまれている題経寺にて、

ゆっくり内陣の外側にある彫刻ギャラリーを見学できたことは貴重なひと時でした。

亀屋での昼食には皆満足の様子でした。寅さん記念館ではゆっくり紙芝居を観ていた人、

矢切の渡しに行った人、それぞれ楽しまれました。 その他、班編成は良かったのでは

と思われました。 ご参加くださったボランティアの皆さま お疲れ様でした。

（福祉村ボランティア研修委員会寄稿）

１月１９日 ミニデイ お抹茶を頂いてカルタで遊ぼう

新年最初のミニデイは恒例の初釜で幕を開けました。

福祉村ボランティア吉野律子さんのお点前でお抹茶を頂

きました。お客様方もお抹茶を頂いた後、今度は茶筅で泡

を立ててボランティアさんに差し上げました。

お茶を頂いた後、平塚の歴史カルタとり、百人一首の

坊主めくり、をして楽しく時間を過ごしました。 カルタとりの後、チーフコーディネータの野川先生が読み札の中

に出て来る地名や人名について詳しい説明をして下さいました。

１月２０日 コーディネータ研修 ふらっと ステーション・ドリームを訪ねて

市福祉総務課主催の平成 20 年度第二回のコーディネータ研修会が開かれました。

午前９時、参加者たちは市役所西北のマイクロバス車庫前に集合して横浜市戸塚区深谷

の団地を訪ねました。バスの乗車定員の都合上 参加者数に制限があり、金田福祉村か

らは長島さんと赤松の２人が参加しました。

同行の中には市役所の福祉課の方々の他に金田福祉村の立上げに尽力され、現在は地

域協働課に籍を置く中村さんも居られました。 地域協働課というのは昨年４月、市の

組織改編に伴って市民部に新設された課です。 現在地域で活動している各種の団体と

行政との協働について市民からアイデアを募って行政との協働事業を立ち上げて活動

しようというものです。

ふらっと ステーション・ドリームは戸塚の深谷地区にある県営と市営の３７年前に

立てられた団地の中にあります。新築当時は若い夫婦とこども達で賑わったこの団地も

今は寂れて人口の２０パーセント以上が独居高齢者になり、かつて此処に育ったこども達も多くが市外に出てしまっ

たと云うことです。残った独居高齢者をどのようにして見守っていくかについて自治会や、老人会など地域の１２団

体のうちの３団体が福祉連絡会を立ち上げて《地域ぐるみ介護予防の仕組みつくり》に取り組んだのです。

横浜市との協働事業案の提案募集に応募して審査にパスし、地区の介護予防の事業が始まりました。団地の商店街

にあって廃業した薬局の店舗を借りてこの場所がサロンになりました。ここは食堂であり、また色々なイベントの会

場として、或いはサークルの為に夜は貸切にもなります。店内の一角にはリサイクルされた衣類や小物から趣味の絵

画など展示できる区切り棚があり、ひと区切り月３千円で貸しているそうです。もし展示の品が売れたら 10％の手数

料を払うのだそうです。中々面白いと思いました。私達参加者はここでお話を聞き普段提供される食事を頂きました。

詳しい話は別の機会に譲りますが、福祉村にも何か応用できそうなヒントが沢山あるように思いました。(赤松)

《帝釈天の境内で》 《彫刻ギャラリーの一部》

《茶筅で泡を立てるお客様》 《カルタとりに興じる》

《ドリームの正面》

《調理室前のカウンター》



平成２１年（２００９年）３月 金田福祉村“いちごの会”だより

２月の活動から

２月３日 カル・レク 入野八坂神社で豆まき

毎年二月初めには福祉村恒例の豆まきが行わ

れます。 一昨年の飯島、そして昨年の寺田

縄に続いて、今年は入野の八坂神社が会場と

なりました。行事に先立って今年も参加者

全員が９時３０分に拠点に集合してラジ

オ体操で体を軽くほぐしてから、金田小学

校→飯島→寺田縄(サイクリングコース経由)→入野八坂神社の順にウォーキン

グをしました。良いお天気に恵まれて八坂神社に着く頃には体中汗ばむほどでし

た。拝殿の前で豆まきをしたあと境内の自治会館で甘酒と軽いお昼を頂きました。

２月 ６日 飯島・入野合同出向きサロン

２月１３日 午前 長持出向きサロン・午後 寺田縄出向きサロン

２月の出向きサロンは全地区 同じテーマで“防災の話”を行いました。昨年

９月のミニデイで行った「防災の話と実技」に引き続いてミニデイばかりでなく

地区のサロンにも出向いて防災の話を徹底しようと言うことになりました。

今回は視点を少し変えて“夫々のお宅で自分たちが一日のうち一番長くいる場

所はどこか？” そしてその場所が“災害の時 安全だろうか？”と言うテーマで

話し合いました。

福祉村ではこのテーマをもっと具体的に説明し、理解できるようにするために

居間と寝室を想定して座敷と家具との位置や大小の関係とそれ等が地震の時ど

うなるか想像し易いように模型も用意しました。 この模型を使って保健師さん

が具体的なお話をして下さいました。 今後も防災の話は折にふれて繰り返して

行きたいと考えています。

今回も福祉事務所から４名の保健師さんが交代で講師として来て下さいまし

た。入野の会場では横浜市大で介護の勉強をしている学生さんが３名、先生と

一緒にいらっしゃいました。学生さん３人は実習の一端として、流感予防の対策

として手洗いの実行が有効であること、そして細菌を確実に洗い流す手の洗い方

を歌に合わせて指導してくださいました。

２月２２日 ミニデイ・公民館まつり出品の折り紙でネコを折る

この日は参加者全員でネコを折りました。二枚の

折り紙を使って １枚は胴体、もう１枚は頭を折り

ます。それを台紙に貼ってしおりに仕上げました。

しおりの台紙に貼るとき胴体と頭の角度によって

ネコの表情が色々に変わります。

みなさん口々に「おもしろい！」「かわいい！」を

連発しました。

出来上がった今日の作品に皆さん夫々に記名して大きな紙に飾り付け公民館まつり

に出品いたします。

《ウォーキングの途中、野川先生
から その地の歴史やいわれにつ
いて説明を受けました》

《八坂神社での豆まき》

《入野会場で》

《長持会場で》

《寺田縄会場で》

《こうして公民館まつりに展示します》

《台紙に貼られたネコ》

防災の話



平成２１年（２００９年）４月 金田福祉村“いちごの会”だより

４月から金田福祉村の活動も第８事業年度に入ります。 拠点で定期的に開催する各種の教室について

４月を例に その内容と曜日をお知らせいたします。 高齢者、ボランティアさんのご参加をお待ち致します。

参加費は無料ですが ◎のついた教室は材料費がかかります。

午後 開催の教室 １３：００～１５：００

４月 １日 （第１水曜日） 編み物教室 ベスト、帽子、小物類を作ります。

４月 ６日 （第１月曜日） 折り紙教室 簡単な折り紙（いぬ、コマなど毎月変わります）出向きサロンで使えます。

４月 ９日／４月２３日（第２／第４木曜日） ◎パッチワーク教室 バッグを作ります。

４月１６日 （第３木曜日） 手芸教室 指編みで作るアクリルたわし（毎月作るものが変わりますのでご参加を・・・）

４月２１日 （隔月の第３火曜日） 生け花教室 花を生けることの楽しさがいっぱいの雰囲気です。

午前 開催の教室

４月１１日 （第２土曜日） 音楽教室 懐かしの歌を歌って楽しく声を出しましょう。 １０時～１１時

４月２２日 （最後の水曜日） 習字教室 １０時～１２時

３月の活動から

２月２８日～３月１日 公民館まつり

今年は暦の都合上 ３月の第１日曜日が２月の最

終土曜日と月またぎで繋がってしまい、大変慌しい

準備の中での開催になりました。 それでも日頃公

民館を利用させていただいている団体やグループの

皆さんの協力一致で盛大で充実したまつりとなりま

した。 福祉村でも恒例の大きな千切り絵を中心に日頃サロンやミニデイに来られる高齢者の皆さんとサロンや行

事を盛り立ててくださるボランティアの皆さんの努力の結晶である色々な作品を去年より更に広いスペースに展示

させていただきました。 今年の大きな千切り絵は一昨年の桜(春)、昨年のひまわり(夏)に続いて今年は紅葉を中心

に金田の(秋)の野辺を表現いたしました。また、広報委員会でも始めての試みとして金田福祉村の一年の活動を撮り

溜めた約１０００枚の写真の中から１４０枚を選んで約１０分間のスライドに仕立てて２日間ずっと会場に流しま

した。 このスライドをご覧になりたい方は何時でも拠点へどうぞ･･･

３月９日 ミニデイ・園児と交流お饅頭つくり

毎年春のこの時期になると金田保育園のさくらさん(年長組)を招いて福祉村のお年

寄りたちが一緒になってお饅頭作りに挑戦します。この日のためにボランティアさんは

１週間前からリハーサルをしてお饅頭の試作を繰り返してこの日のために備えました。

この日の朝１０時過ぎ２８人のさくらさん達は公民館の調理場に集りました。先生の

指示に従いボランティアさんに手伝ってもらってエプロンをつけ三角のフードで頭

をキリッとしばりました。調理室の中に入ると已にお年寄りとボランティアさん達が６班に分かれて夫々の調理台

を囲んで園児たちを待っていました。粉をふるい、膨らし粉を混ぜ、水でこね、等分

に分量を分け、アンコを包んで形を整えました。おばあちゃんたちに手伝ってもらい

ながら子供たちも真剣な表情で作業しました。 やがて、蒸け上がったお饅頭をお皿

に２個づつ盛ってお座敷でおばあちゃん達、ボランティアさん達と一緒に出来たての

お饅頭を頂きました。園児たちは「美味しい」「美味しい」と大喜びでした。

３月１６日 コーディネーター研修

今年度最後のコーディネーター研修です。教育会館１階の実技研究室に集まった市内全福祉村から集まったコー

ディネータ２６人が４班に別れて福祉村事業計画と活動内容について報告と意見交換をしました。

《大きな千切り絵金田の秋》 《作品に見入る来場の皆さん》

《真剣な表情でアンコを包
む園児たち》

《報告･意見交換をする皆さん》



平成２１年（２００９年）５月 金田福祉村“いちごの会”だより

第８期 定期総会終わる ４月２０日 １３：００～１５：００ 於公民館ホール

２０日｢いちごの会｣金田福祉村の第８期の定期総会が開かれました。

会場の公民館ホールには連協の会長さんを始めとする福祉村運営協議委

員の方々と福祉村ボランティアの皆さんが

５９名もの多数 ご出席してくださいました。

来賓の包括支援センター濱田克章さん、

連協会長 石田 昇さん、地区社協会長

今井 隆さんのご挨拶に続いて、 二宮ネットワーク委員長の総合司会で

井澤会長挨拶の後、野川議長を選任し、 六つの委員会の各委員長による

２０年度の事業報告と横尾会計の収支報告があり、続いて２１年度の事業

計画案と予算案について井澤会長と横尾会計から それぞれ説明を行い

ましたが、ご出席の皆さんの熱心なご審議とご支持を頂いて満場一致でご承認を得ることが出来ました。

審議の内容は資料としてボランティアの皆さん全員にお届けしてありますが、平成１５年２月金田福祉村の

発足以来、「いちごの会」の活動はボランティアの皆さん方のご協力のお蔭で益々充実しつつあります。

心から感謝申し上げますと共に今後とも宜しくお願い申し上げます。

４月 ６日 ミニデイ・さくら公園で園児と交流

今年はほんとうにお天気と言い、さくらの咲き具合と言い、最高の条件に

恵まれました。さくらは正に満開に開ききっ

た所で絶好のお花見となりました。前日、祭

りが終わったばかりのその名も「さくら公園」

の満開のさくらの下にブルーシートを敷いて

福祉村のお年寄り達が集まっているところに、

少し遅れて保育園児たちが先生方に引率され

て登場しました。靴を脱いで揃えてシートに

上がりキチンと並んで坐ってお年寄り達にご挨拶をしました。

それから折り紙で風に舞う花びらを思わせるヒラヒラを作ったり、輪投げ

や魚つり、お年寄りたちと組んでボーリングやバトン体操などをして遊びま

した。 園児たちは年長さんになったばかりですが一年後には小学生になるという自覚は少しずつ芽生え始め

ているのでしょうか？ ちょうどこの日は小学校の入学式を終えてさくらの下で記念撮影をしようと通りか

かった何人かの可愛いピカピカの先輩たちを見かけて「あっ、○○ちゃんだ」思わず先生もいっしょに声を上

げました。最後にボランティアさん達のかざすバトンのトンネルをくぐって園児たちとさよならをしました。

その後、お年寄り達といっしょにさくらの下でボランティア心づくしのお弁当を頂きました。

４月１１日 初の音楽教室 皆さんの参加をお待ちしています！！

現在、福祉村には高齢者、ボランティア対象に手芸、折り紙、パッチワーク、習字、編み物、生け花等色々

な教室が開かれていますが、今度それに音楽教室が加わりました。

その第１回が１１日(土曜日) 拠点で開かれました。 まだ、周知不足で土曜日だと言うこともあってか、

参加者は先生とも５人でしたが中々楽しい集いになりそうでしたよ。 ＮＨＫ朝のドラマ「だんだん」の中

で歌われた「いのちの歌」を覚えようと練習始めました。 先生は菊原道子さんです。

《挨拶をする井澤会長》

《左から濱田、石田、今井のご三方》

《蛸つりに興じる園児たち》

《バトンでお年寄りと舟こぎ運動》

《満開のさくらの下で 七夕音頭を･･･》

4 月 の 活 動 か ら



平成２１年（２００９年）６月 金田福祉村“いちごの会”だより

５月２５日 七国荘出向き ミニデイ

出発直前まで心配された雨でしたが、どうやら止みそうな気配を見せてく

れてバスの出発前には予定通りにお年寄りの皆さん方、揃ってお集まりくだ

さいました。いつものように 9 時半に 2 台のバスに分乗して公民館前を出

発し、10 時前には七国荘に到着しました。

早速お茶を頂いて一服した後、井澤会長挨拶に続いて田邊保健師のお話の

あと、折り紙でアヤメを折り、それを予めボ

ランティアさんの準備した下絵に貼りつけ

て千切り絵を完成させました。 つづいて懐

かしのメロディを歌う時間です。 なんと言

っても今回の圧巻は花水福祉村の高橋会長

さんとボランティアの原田さん、寺田さんの

お三方が参加された事でした。

原田さんと寺田さんにギターとウクレレで伴奏して頂き 生演奏で懐かしい歌を 10 曲ほど合唱しました。

お客様方もタンバリン、カスタネットでリズムを取ったりして大きな声で歌いました。 最後に「白い花の

咲く頃」の伴奏で全員でゴム体操をして全身の凝りをほぐしてお昼を頂きました。午後の部は例によってカラ

オケで始まり、午後 2 時 30 分、全てのプログラムを終え、全員無事に金田公民館に帰着しました。

6 月のお教室 開催予定表 ふるってご参加ください

日／曜 時 間 内 容 指導･講師

1 日(第 1 月曜) 13～15 時 折り紙教室 広告紙を使って袋・お菓子入れ 村形美智子

3 日(第 1 水曜) 〃 編み物教室 ベスト 佐藤ふさえ･宇佐美美智子

11 日(第 2 木曜) 〃 パッチワーク ステンドグラス 榎本保子

13 日 (土曜) 10～12 時 音楽教室 いのちの歌 菊原道子

16 日 (火曜) 13～14 時 野の花を生ける 松山靖子

17 日(第 3 水曜) 13:30～ 心派円心流画道 ひと筆で季節の花を画く 根岸芙心

18 日(第 3 木曜) 13～15 時 手芸教室 指なし手袋 出口幸子

24 日(最終水曜) 10～12 時 習字教室 写経など 自主学習

7,14,21 日

(第 1,2,3 日曜)
10～12 時 ヘルシー体操 ストレッチ･ダンベル･ゴム体操

５月 の 活 動 か ら

《原田さん･寺田さんの演奏》

《田邊保健師のお話を聞く》

《千切り絵にサインをする》

《食事前のゴム体操》
《輪になって踊る皆さん》 《全員で記念写真を撮る》



平成２１年（２００９年）７月 金田福祉村“いちごの会”だより

６月 ８日 ミニデイ 七夕飾り準備

平塚市の七夕まつりを 7 月に控えて金田地区でも恒例の七夕コンクールに備えて この

一年間構想を練って、それを現実の形にする為の工夫と準備をしてきました。

日頃のミニデイやサロン活動の中で集まった高齢者の皆さんに

手伝って頂いて色々のパーツを作り、公民館主催の高齢者学級に

も指導に出向いて参加されるお年寄りの皆さん方に作って

頂きました。

それらは福祉村のボランティア達が中心になって公民館

のロビーや福祉村の拠点に持ち寄って組み立てられまし

たが 最終的には 7月 3日の合同七夕交流会まで色々と調

整しながら仕上げ段階に入ります。 この日のミニデイでは飾りの表面にちりばめ

るアジサイの花を沢山作りました。

６月１９日 入野サロン 園児と交流コーナー遊びと米原さんの手品

１０時前に高齢のお客様たちが揃って待つうちに 園児た

ちはやって来ました。 今日の交流演目は五つ、

つまり｢ボールの輪くぐり｣｢ボーリング｣｢紙鉄砲｣｢独楽廻し｣

そして最後に米原さんのマジックです。 盛り沢山の演目に

園児たちは大喜びでした。

米原さんのマジックも中々年季の入ったもので玄人はだし

の演出に園児たちもジッと食い入る様に米原さんの手元に

見入っていました。 まず、3 枚のレコードの色替えから始ま

った手品は数々のトランプの技に続いて薔薇の花に色をつ

けたり、卵やガラスコップに紙コップ、新聞紙を使ったものか

らティッシュペーパーまでを使って色々見せて下さいました。

最後に色スカーフを結んでその結び目を移動させるものまで

１５種類以上の手品を演じて下さいました。 お昼前園児たちを送り出してから、お年寄りたちはボランティアさ

ん手作りのお弁当を頂いて午後も楽しい時間を過ごしました。 今日はほんとうに楽しいサロンでした。

７月のお教室 開催予定表 ふるってご参加ください

日／曜 時 間 内 容 指導･講師

１日(第 1 水曜) 〃 編み物教室 100 円の糸で作る 夏の帽子、巾着 佐藤ふさえ･宇佐美美智子

６日(第 1 月曜) 13～15 時 折り紙教室 広告紙を使って 袋･菓子入れ･パラソル 村形美智子

９日(第 2 木曜) 〃 パッチワーク ステンドグラス 榎本保子

15 日(第 3 水曜) 13:30～ 心派円心流画道 ひと筆で季節の花を画く 根岸芙心

16 日(第 3 木曜) 13～15 時
手芸教室
ペットボトル入れ・傘の生地で作る雨除け帽子
帽子の材料：表･傘生地、裏･本棉生地を用意のこと

出口幸子・南雲久子

29 日(最終水曜) 10～12 時 習字教室 写経など 自主学習

12,19,26 日

(第 2,3,4 日曜)
10～12 時 ヘルシー体操 ストレッチ･ダンベル･ゴム体操

６月 の 活 動 か ら

《出来上がったアジサイの花》

《部分的に出来上がった
下げ飾りの様子、公民館
ロビーで･･》 ↑及び↓

《米原さんのマジッ
クショー》

《ボールの輪くぐり》

《 紙 鉄 砲 》

《ボーリング》



平成２１年（２００９年）８月 金田福祉村“いちごの会”だより

７月 ３日 ミニデイ 合同七夕交流会
（藤沢シェークハンズ視察のため来村）

昨年の１１月、今後、平塚市の七夕まつりは 7月の

第１木曜日を 初日とする４日間という事に決まり

ました。初めての今年は７月２日(木) から５日

(日)までの七夕まつり開催期間中はお天気にも恵まれて大変賑わいました。

金田福祉村でも地域の七夕飾りコンクール１０年連続一等賞獲得を目指して

何ヶ月も前から地域の高齢者学級のお手伝いを兼ねて福祉村のお客様方と一緒

になって飾りの制作に打ち込みました。

お蔭で金田音頭をテーマにした黄金の田んぼに緑と富士山をあしらったメイ

ンの飾りに NHK ドラマの直江兼継と愛の兜は皆さまのご協力のお蔭をもちまし

て見事一等の栄冠に輝きました。 真に有難うございました。

偶々この日は藤沢市の地域福祉活動をしている藤沢シェークハンズの皆さん

が我々の活動の様子を視察に来られていて、ミニデイの様子や拠点の様子を視察したあと、公民館２階の

音楽室で地域の福祉活動について意見の交

換をしました。

７月２１日 ボランティアのつどい
福祉村ボランティアのスキルアップを図

って恒例のボランティア同士の親睦と活動

の集いが入野自治会館で開かれました。

高齢福祉課から理学療法士の笠原まゆみ先

生にゴム体操を指導して頂いたあと、

日／曜 時 間 内 容 指導･講師

３日(第 1 月曜) 13～15 時 折り紙教室 メンコ折で くす玉作り 村形美智子

５日(第 1 水曜) 〃 編み物教室 夏の帽子、巾着 佐藤ふさえ･宇佐美美智子

18 日(第 3 火曜) 〃 生け花教室 松山靖子

19 日 (水曜) 〃 パッチワーク ステンドグラス 公民館 1 階和室 榎本保子

19 日(第 3 水曜) 13:30～ 心派円心流画道 ひと筆で“ききょう”を画く 根岸芙心

20 日(第 3 木曜) 13～15 時
手芸教室
・カギ針編みでポシェットつくり
・傘の生地で傘入れ袋つくり

出口幸子・南雲久子

26 日(最終水曜) 10～12 時 習字教室 写経など 自主学習

2,9,23 日

(第 2,3,4 日曜)
10～12 時 ヘルシー体操 ストレッチ･ダンベル･ゴム体操

７月 の 活 動 か ら

《シェークハンズの皆さんと
意見交換をしました》

《飾りの下で七夕音頭を踊る》《完成した七夕飾り》

《新聞丸めてポイゲーム》 《笠原先生のゴム体操》

《全員で踊る七夕音頭》《気合で破る新聞紙》

８月のお教室 開催予定表 ふるってご参加ください

お弁当をいただき、各地区毎に持ち寄った

新しいゲームや活動のアイデアを披露しあ

って和気藹々の雰囲気の中で楽しい時間を

過ごしたあと、最後に全員で七夕音頭を踊

りながら会場を幾度も回りました。



平成２１年（２００９年）９月 金田福祉村“いちごの会”だより

8 月 1 日 七夕祝勝会 ９年連続１０回目の１等賞おめでとう！

お蔭様で今年の七夕飾りも一等賞を決めることが出来ました。

これも高齢者学級に参加される皆さん、地域にお住まいの高齢者の皆さ

ん、そして福祉村のミニデイや拠点サロン、出向きサロンに参加される高

齢者の皆さん方の熱心な努力の賜物と感謝申しあげます。

今年のテーマは NHK 大河ドラマ「天・地・人」の直江兼継をテーマに

した飾りに、金田音頭の歌詞に歌いこまれた金田村の情景を織り込んだ下

げ飾りを併せた豪華なものでした。 参加される皆さんがコツコツと作る

無数のパーツを飾り付けたものでした。

受賞を記念して、この日の祝勝会には山村公民館長を始め、公民館の運営委員の方々や高齢者の皆さんと

福祉村のボランティアとが大いに歓を尽しました。来年の七夕も頑張りましょう！！

８月１０日 ミニデイ 聞かせてよ 昔の話を
平成１５年以来、福祉村では毎年

８月の終戦記念日が近くなると日本

の平和を願って、あの苦しかった戦

中戦後を回顧しながらお互いの体験

を語り合い、お昼には水団を頂いて

来ました。

今年はいつもの年と趣向を変えて

市の図書館から NHK が編集した太

平洋戦争の記録ビデオを上映して当

時の記憶を新たにしたあとで参加者の体験を語り合うことにしました。

ビデオの上映については金田小学校よりプロジェクター一式をお借りしました。

ビデオは終戦の一年前１９４４年５月、太平洋戦争も後半に入って敗色が濃くなり始めたサイパン島の攻防か

ら始まって、神風特攻隊、沖縄攻防戦、原爆投下、終戦の詔勅に至る日米双方からの記録写真を整理編集したも

のでした。 ７０分程の時間でしたが会場の皆さんはシーンとして一様に当時を思い出されているようでした。

ビデオに織り込まれているアメリカの記録写真から改めて日本が負けるべくして負けたんだという思いを新た

にしました。 ビデオ上映のあと、恒例のボランティアさん心づくしの水団を頂き、感想を語り合いました。

日／曜 時 間 内 容 指導･講師

２日(第 1 水曜) 13～15 時 編み物教室 カギ針編み ベスト 佐藤ふさえ

７日(第 1 月曜) 〃 折り紙教室 ふうせん金魚、うさぎ、すすき 村形美智子

10 日(第 2 木曜) 〃 パッチワーク ステンドグラス 榎本保子

12 日(第 2 土曜) 10:30～11:30 音楽教室 菊原道子

16 日(第 3 水曜) 13:30～ 心派円心流画道 ひと筆で“すすき”を画く 根岸芙心

手芸教室 ・作務衣 加藤みどり

17 日(第 3 木曜) 13～15 時 手芸教室・金田小 秋まつり リハーサル スカーフの絞り染め、

(輪ゴムと割り箸を使って) 一般の方･ボランティアの参加お願いします

30 日(最終水曜) 10～12 時 習字教室 写経など 自主学習

6,20,27 日

(第 2,3,4 日曜)
10～12 時

ヘルシー体操 ストレッチ･ダンベル･ゴム体

操、武田節･柔ほか

９月のお教室 開催予定表 ふるってご参加ください

8月の活動から

《入賞おめでとう！乾杯！！》

《感想を発表する S さん》 《K さんの感想発表》



平成２１年（２００９年）１０月 金田福祉村“いちごの会”だより

８月３１日～９月６日 和紙づくり

今年は暦の関

係で８月３１日

から恒例の和紙

漉きが始まりま

した。幸いお天

気に恵まれた上、

延べ６日１０１

人もの大勢のボランティアさんのご協力で出来の良い紙が沢山出来上がりました。 これを使って来年

３月の公民館まつりに出品展示する大きな千切り絵作りに挑戦します。 画題は既に決まっていて今年

の「金田の秋」から来年は冬を季題にして今構想が練られているところです。

９月１４日 ミニデイとボランティア研修

この日、午前中はミニデイで市の高齢福祉課より田邊道代保健師をお招きして高齢者の為に秋に向っ

ての健康生活の心得についてのお話を伺いました。 始めに口頭アンケートと言った形で・日頃健康に

ついて行っていることは？ どんな運動をしているか？ 睡眠はどの位？ 昼寝３０分以上にアルツハ

イマーが多い？ 食事は？ ストレスはないか？ 酒・タバコは？ 等について質問と並行して関連す

る話題が展開されました。 それから秋に向っての健康管理について、話題のインフルエンザに対する

心得や前頭葉や側頭葉を意識した頭の体操などゲーム形式で楽しく過ごしました。

この日初めてサービスしたカレーライスは中々好評でした。 ミニデイ参加者：５６名

午後は地域包括支援センターより３人の講師をお招きしてボランティアさん対象にカルチャースクー

ルが開かれました。二宮研修委員長の司会で濱田社会福祉士より地域包括支援センターの業務内容と金

田地区の現状について、杉崎保健師と長谷川ケア・マネから福祉村との連携について色々と･･･特に認知

症の人が認知症の人を介護するといった所謂、認認介護の現状や家族支援の話などを伺いました。講話

のあと、親睦を兼ねてケーキとお茶を頂きながらの意見交換では豊田敬愛ホームの見学などの他各種教

室や認知症サポーター養成講座の開催などについて話が弾みました。 研修参加者：６７名

日／曜 時 間 内 容 指導･講師

５日(第 1 月曜) 13～15 時 折り紙教室 マンボウ 村形美智子

７日(第 1 水曜) 〃 編み物教室 カギ針編み ベスト 佐藤ふさえ

８日(第 2 木曜) 〃 パッチワーク ステンドグラス 榎本保子

15 日(第 3 木曜) 〃
手芸教室・この秋は自分で染めた絹のスカーフで！！ 輪ゴム、割り箸を使って

絞ります。 今回で最終です。 一般の方・ボランティアの参加をお待ちしています。

20 日(第 3 火曜) 〃 生け花教室 松山靖子

21 日(第 3 水曜) 13:30～ 心派円心流画道 ひと筆で“萩”を画く 根岸芙心

28 日(最終水曜) 10～12 時 習字教室 写経など 高野佳香

29 日(木曜日) 13～15 時 手芸教室 作務衣 加藤みどり

3 日(土)、
18・25 日(日)

10～12 時
ヘルシー体操 ストレッチ･ダンベル･ゴム体操、
武田節・柔 ほか

会場変更ご注意：
25 日は入野自治会館です

９月の活動から

《左、紙漉きの作業場全景 中、作業風景 右、乾燥の様子》

１０月のお教室 開催予定表 ふるってご参加ください



平成２１年（２００９年）１１月 金田福祉村“いちごの会”だより

おめでとうございます

内海さんの牛乳パックの花瓶が金賞に入選しました

平塚市総合公園の北側にバラの花園があり色々な品種のバラが丹精を込めて育て

られています。そしてこのバラの咲く時期にあわせて牛乳パックを利用したバラの

一輪挿しのコンテストが開かれていますが、今年は金田福祉村のサロンのお客様の

内海ハツ子さんの作品が金賞に入選し、併せて平塚化成賞と人気投票１位を受賞し

ました。授賞式は１１月７日、紅谷町

の「まちかど広場」で行われます。

10 月 19 日 ミニデイ 園児と交流

この日は恒例の秋の保育園との交流の日です。

既に保育園の運動会は終わっていますが、福祉村のお年寄

り達のために運動会のプログラムの一部を再演して下

さいました。

園長先生のご挨拶のあと年長さくら組の北海ソーラン･ゆり組３歳児のドンパン応援団･すみれ組４歳児の

まいにちチャレンジャー・さくら組年長児のフラフープ演技を見せて頂きました。お年寄り達にとって可愛い

孫の年代のこども達の真剣な表情と演技に 2 歳児の中のおませさんたちがお兄ちゃんやお姉ちゃんの演技に

飛び入りで加わるなど微笑ましい情景が展開され皆さんの笑いを誘いました。

園長先生も「このようなハプニングが見られるのも保育園ならではのことなのですよ」おっしゃってお年寄

りもこども達も先生方もニコニコでした。

最後はお年寄りとこども達と全員で手をつないでしあわせ音頭を踊って運動場を廻りました。帰りにはこど

も達から手作りのお土産を頂き門のところまで和やかに交歓しながら送られてお別れしました。

10 月 27 日 保育園の いも掘り

２０号台風のために一日延期となった保育園のいも掘り

行事が行われました。雨のために緩んだ畑に年長組みの園児

たちは全員素足でいも掘りに挑戦しました。最初お正月飾り

に使うドライフラワーを作るために、こども達それぞれの名

前をつけた花束を作ったあと、 待望のいも掘りにこども達

は素手で挑戦しましたが、予想以上の収穫にみんな大喜びでした。

１１月の お 教 室 開 催 予 定 表

日／曜 時 間 内 容 指導･講師

2 日(第 1 月曜) 13～15 時 折り紙教室 ペンギン、トンボ 出口幸子

4 日(第 1 水曜) 〃
棒針編みの教室 一玉で作るストールを編みます。

胸元に羽織っても OK、首元にクュチュッと結んでも OK
佐藤ふさえ

12 日(第 2 木曜) 〃
パッチワーク 冬のウールのスカート生地を

利用してカバンを作ります。
榎本保子

14 日(第 2 土曜) 10:30～ 音楽教室 菊原道子

18 日(第 3 水曜) 13:30～ 心派円心流画道 ひと筆で“菊”を画く 根岸芙心

25 日(最終水曜) 10～12 時 習字教室 写経など 小川芳秋

8･15・22 日(日) 10～12 時
ヘルシー体操 ストレッチ･ダンベル･ゴム体操

・武田節・柔・ヘルシー音頭 など

10 月の活動から

《金賞の一輪挿し》

《全員で幸せ音頭を踊る》 《園児達の見送りを受けながら》

《ぼくが一番だよ！！》 《ドッサリのお芋を前に》



平成２１年（２００９年）１２月 金田福祉村“いちごの会”だより

11 月 9 日 ミニデイ 大きな千切り絵

9 月に牛乳パックを漉いて、作り溜めていた

和紙に、活動の合間を見ては色付けをして来

た和紙を使って、いよいよ 大きな千切り絵作

りが、今日から本格的な制作に入りました。

皮切りは今日のミニデイに参加されたお年

寄り達の手によってスタートです。会長の手

によって画かれたふすま二枚分の大きな下絵

を二つに分けて皆で周りを取り囲み、色付け

をした紙を千切って貼り込みます。

参加された皆さんは夢中で作業に集中し、

二時間ほどの間に写真のように貼り上げまし

た。仕上げまでにはまだまだ時間がかかりま

すが、中々の出来映えで大傑作に仕上がりそ

うな予感がします。今後は時間を見ながら各

地区毎に交互に拠点に集まって手を加えなが

ら完成を目指します。

吉川六太郎さん久しぶりに健在アピール！！

11月 6日入野の出向きサロンに久しぶりに吉川六太郎さんが元気な

姿をお見せになりました。96 歳のご高齢とは思えないほど元気に自転

車に乗って会場までお出でになりました。

野川前会長の司会で、戦争中、召集を受けた吉川さんがこの入野の

お宮の前で、出征を送る村の人達の前で佐倉宗五郎の詩を吟じた話な

ど数々の当時の秘話を語られました。

１２月の お 教 室 開 催 予 定 表

日／曜 時 間 内 容 指導･講師

2 日(第 1 水曜) 13～15 時
編物教室 一玉ストール

また違った編み方もあるよ
佐藤ふさえ

7 日(第 1 月曜) 〃
クリスマスブーツを編む （チョコレートを入れてプチギフトに

その後はタワシにもなります）

糸の準備あり、 カギ針 7 号～５号を準備のこと

出口幸子

10 日(第 2 木曜) 〃
パッチワーク 前回と同じ

ウールのスカート地でカバンを作る
榎本保子

16 日(第 3 水曜) 10～12 時 習字教室 写経など 小川芳秋

16 日(第 3 水曜) 13:30～ 心派円心流画道 ひと筆で“竹”を画く 根岸芙心

17 日(第 3 木曜) 〃 手芸教室 作務衣 加藤みどり

27 日(第 4 日曜) 10～12 時 生け花教室 お正月の花を活ける 松山靖子

13・20･27日(日) 10～12 時
ヘルシー体操 ストレッチ･ダンベル･ゴム体操

・武田節・柔・ヘルシー音頭 など

11 月の活動から

《話をされる吉川六太郎さん》

《A 班の作業ぶり》 《B 班の作業ぶり》

《紙の千切りに専念する人たち》《今日はここまで貼りました》


