
平成２２年（２０１０年）１月  金田福祉村“いちごの会”だより

月日の経つのは早いもので・・・愈々平成２１年の年の瀬もあと数日を余すのみと

なりましたが、金田福祉村のボランティアの皆さまには何かとお忙しい事と存じます。

この一年間も皆さまのたゆまぬ日々のご尽力で無事過ごせましたこと心から感謝し

厚くお礼を申し上げますと共に来年も

宜しくお願い申し上げます。

12 月 7 日 ミニデイ園児のお遊戯参観

12 月 5 日の発表会でお父さんお母さん方に発表した

お遊戯や劇などを今日は福祉村のお年寄りたちに披露

してくださるという事でミニデイに参加の皆さんが保

育園にお邪魔しました。劇を二つ、合奏が一つ、そして

お遊戯が五つ、全部で八つの演目を三歳から六歳までの

園児たちが可愛い仕草で演じてくれて師走のひと時を

楽しく過ごさせて下さいました。最後に出演した園児たち全員がお年寄り達の後

に立って肩たたきをしてくれました。和やかな雰囲気の中でお年寄り達は皆大喜

びでした。

12 月 4 日と 11 日 出向きサロン

12 月の出向きサロンは各地区とも一回だけの開催でしたが、全地区で松かさ

のクリスマスツリーを作りました。今年最後の出向きサロンとあって、それぞれ

の会場では皆さん思い思いの工夫をこめたツリーを仕上げました。

大好評です 福祉村のお教室！

福祉村の発足以来、ボランティアさんの有志が集まって自己研修の目的で手芸や、生け花教室を開いて来ました

がその内に研修の内容も増えて、ボランティアさん同志出来る人が先生になって教えたり教 えられたり和気藹々

とした研修の場が誕生しています。今年の 6 月より本格的に高齢者の方も巻き込んで毎月カリキュラムを組む程

に成長しました。若い時には出来なかったお稽古事、やっと時間にゆとり が出来てお稽古が出来るようになった

人、そして又、若いボランティアの為に講師になって下さる高齢 者の方々に感謝申しあげます。

１月の お 教 室 開 催 予 定 表

日／曜 時 間 内 容 指導･講師

12 日(第 2 火曜) 10～12 時 折り紙教室 変り折り鶴、紅白箸置き
村形美智子

出口幸子

13 日(第 2 水曜) 13～15 時 編物教室 一玉ストール 佐藤ふさえ

14 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

20 日(第 3 水曜) 13:30～ 心派円心流画道 ひと筆で“万両”を画く 根岸芙心

21 日(第 3 木曜) 〃 手芸教室 ロール･ペーパー カバー 帽子型 出口幸子

27 日(第 4 日曜) 10～12 時 習字教室 写経など 小川芳秋

17･24･31 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

１２月の活動から

《さくら組 器楽合奏》 《チューリップ組 げき》

《全員で 肩たたき》



平成２２年（２０１０年）２月 金田福祉村“いちごの会”だより

金田福祉村誕生 7 周年を迎えて 会長 井澤文子

私達は誰もが住みなれた土地で、お互いに支えあい、助け合いながら健やかに暮らしたいと

願っております。 その理想を実現したいと願って出来たのが私達の金田福祉村であります。

早いもので、この 2 月１日でちょうど七年になりますが、ボランティアの皆さまのたゆまぬ    

ご理解とご協力によりまして大きな成果を上げることが出来ましたことを心よりお礼申し上げ

ます。 この七年間、私達はこの地域でボランティアを取り巻く環境が大きく変化する中で活発

な活動を重ねてまいりました。 決して十分とは言えない環境の中で知恵と工夫を出し合っての

活動参加に感謝いたします。

各自治会館を利用しての出向きサロンは それぞれの地域で趣向を凝らした接待でお客様との

ふれあいが更に深まり その中で多くのことを学ばせていただきました。 七夕や和紙作り、大き

な千切り絵などでは多くのご参加を頂きました。 おしゃべりしながら高齢者の方々との作業は

教えられたり教えたりして認知症の予防になりました。 お互いにふれ合いが深まって体操を必

ず 行うことができました。

高齢者を巻き込んでの色々な教室はおしゃべり、交流を楽しみながらたいへん好評でした。

若かりし頃 出来なかったことを教室で初めて体験した人、やっと時間ができて夢を叶えられた

人、足腰が弱くなり「ここまでやっと歩いてきた人、又、老老介護の方々の気分転換の場として こ

こがあるからこそ、そして嬉しい楽しい声が聞こえる福祉村だからこそ」と、ボランティアとし

てご協力下さった講師先生方有難うございました。今年も宜しくお願い申しあげます。

２月の お 教 室 開 催 予 定 表

日／曜 時 間 内 容 指導･講師

1日(第1月曜) 10～12 時 折り紙教室 お雛様 出口幸子

3日(第1水曜) 13～15 時 編物教室 ケープ
宇佐美美智子

佐藤ふさえ

4日(第1木曜) 〃
パッチワーク教室

ウールのスカート生地でカバンを作る。 榎本保子

13日(土曜) 10～11 時 音楽教室 菊原道子

16日（第3火曜） 13～15 時 生け花教室 松山靖子

17日(最終水曜） 13:30～ 心派円心流画道 ひと筆で“ 梅 ”を画く 根岸芙心

18日（第3木曜） 13～15 時
手芸教室 ・ロールペーパーカバー 帽子型

・作務衣

出口幸子

加藤みどり

24日(最終水曜） 10～12 時 習字教室 写経など 小川芳秋

７・14･21 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

＊14 日は 原カズ子先生のご指導で花笠音頭を行います。

皆様ふるってご参加ください。10:00～



平成２２年（２０１０年）３月 金田福祉村“いちごの会”だより

２月の活動記録
２月３日 ボラ研修 豆まき ウオーキング

長持熊野神社で豆まき行事を行いました。寒い朝でしたが参加された皆さん

方はお元気で定刻９時半拠点に集合、ラジオ体操で体をほぐしてから出発しま

した。拠点を出発した一行は西に向かって田んぼの中の一本道を金田小学校に

向かって歩き、学校の正門に突き当たってから塀に沿って北に向かい校舎の北

東の角を左折して更に西北の方、飯島を目指して歩を進めました。目指す彼方

の右前方には間もなく完成して三月には会場となる「花菜ガーデン」の全景が

見渡せました。やがて会場の正面から北側に回り、かなり整備されて完成に近

づいた会場の様子を柵越しに覗きながら入野方向に向かい、サイクリングコー

スと入野自治会館を経て長持熊野神社に到着しました。早速境内で豆まきをし

て今年の開運と安全を祈りました。その後、自治会館で地区のボラさん心づく

しの軽食に舌鼓を打ち、和やかに解散しました。

２月８日 ミニデイ 公民館まつり出品の獅子頭つくり

予め四つ切の画用紙に印刷された獅子頭の展開図に

参加されたお客様が赤、黄、緑の三色を塗っていきます。

絵の具はポスターカラーでテーブルごとに小皿に取り

分けて準備しました。それをめいめい筆にたっぷり染み

込ませて大胆に塗っていきます。絵の具が乾いたところで切り取り線に沿って切り抜きます。

「ポスターカラーなんて学校以来何年ぶりかしら・・・」お客様もボランティアも一緒になって大はしゃぎで

す。こうして切り抜いた紙を組み立てて可愛い獅子頭がいっぱい出来ました。

３月６日（土曜）、７日（日曜）の公民館まつりがいっそう華やかになることでしょう。

３月の お 教 室 開 催 予 定 表

日／曜 時 間 内 容 指導･講師

1日(第1月曜) 10～12 時 折り紙教室 “とら” を折ります 出口幸子

3日(第1水曜) 13～15 時 編物教室 ベスト
宇佐美美智子

佐藤ふさえ

11日(第21木曜) 〃 パッチワーク教室 榎本保子

13 日(土曜) 10～11 時 音楽教室 菊原道子

生け花教室  今月はお休み月です 松山靖子

17日(最終水曜） 13:30～ 心派円心流画道 ひと筆で“ 椿 ”を画く 根岸芙心

18日（第 3 木曜） 13～15 時
手芸教室 ・パンストを使って靴下カバーつくり

・作務衣

出口幸子
佐藤ふさえ
加藤みどり

24日(最終水曜） 10～12 時 習字教室 写経など 小川芳秋

７・14･21 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

《大山と会場を望みながら・・・》

《熊野神社で豆まきをする一行》

《獅子頭の勢ぞろい》《色を塗る皆さん・・・》



平成２２年（２０１０年）４月 金田福祉村“いちごの会”だより

３月の活動記録 ３月５、６日 公民館まつり

生憎、今年の公民館まつりは二日とも雨に降られた

祭となりましたが それでも大勢のお客様がお見えに

なりました。雨の降る中 公民館の内も外も賑わいまし

た。

例年のように、福祉村の作品展示は体育館の会場に 入ってすぐの右側、コー

ナーを利用した福祉村のブースは 北を背にして恒例の大きな千切り絵「金田の里

の冬景色」が飾り付けられました。この絵の右側にはミニデイで皆さんが作った

獅子頭が壁面にずらりと並んで張り付けられました。そして、東を背にした壁面

には地区ごとに出向きサロンで皆さんが制作した千切り絵の作品がそれぞれ名前

を入れて張り出されました。今年も福祉村のブースは体育館会場の圧巻となりま

した。

そして、ブースの横では会場を訪れる可愛いお客様のために獅子頭のぬりえ

と組み立てを指導してお土産としましたが、これが中々好評で“ジーッ”とブースの脇に座って獅子頭の制作

に集中する皆さんが途切れることはありませんでした。お蔭でこの獅子頭は５０個以上も出ました。

３月８日 ミニデイ 園児とお饅頭つくり

昨年 4月桜公園でのお花見から始まった保育園のさくらさんもこの 4月にはピカピカの一年生になります。

今日はさくらさんとして最後の交流です。お年寄りの皆さんと一緒になってお饅頭つくりをしました。

４月の お 教 室 開 催 予 定 表

日／曜 時 間 内    容 指導･講師

5 日(第 1 月曜) 13～15時 折り紙教室 “孔雀 （くじゃく）” を折ります 村形美智子

７日(第 1 水曜) 〃 編物教室  ベスト
宇佐美美智子
佐藤ふさえ

８日(第２木曜) 〃 パッチワーク教室 榎本保子

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

1５日（第 3 木曜） 13～15時

手芸教室 パンティストッキングを編みこんで丈夫な    

靴下カバーを作ります

作務衣教室   

出口幸子･佐藤ふさえ

加藤みどり

20 日(第 3 火曜) 〃 生け花教室 松山靖子

21 日(最終水曜） 10～12時 習字教室  写経など  小川芳秋

10 日(土曜日)

18･25日(日曜日)
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

  ＊ ２５日は入野自治会館で行います

《蒸けるまで折り紙》 《皆でおいしく頂きました》《粉をふるって》 《あんこを包んで》

《金田の里の冬景色》   《獅子頭のラインアップ》

《夢中で色を塗る子供たち》



平成２２年(２０１０年)５月 金田福祉村“いちごの会”だより

４月の活動記録から ４月１９日 第９期 定期総会と運営協議委員懇談会

平成 15年 2月に発足した金田地区町内福祉村も早いもので足掛け 8年になりました。

4 月 19 日に第 9 回目の総会が開かれました。 地域の私たちを取巻く福祉活動の環境にも

大きな変動が起こりつつある事を身にしみて感じます。会長は冒頭挨拶の中で「老老介護

という言葉が巷にしばしば聞かれる様になりました。私たちのサロン活動の中にも現実に

その様な方がお見えになる様になりました。介護に支えられる側の方も介護を支える側の

方も両方の立場の方々が集まれるようなサロンを目指そうではないか」と呼びかけられま

した。 総会後、ひき続いて福祉村の運営協議委員の方には少しお残り頂いて金田の地域

福祉のあり方について懇談会を開き意見交換をしました。

４月５日 ミニデイ 保育園児と交流

毎年、4 月になって最初のミニデイは保育園のさくらさん(年長組)との交流で始

まります。いつもはさくら公園の桜並木の下で行われるのですが、今年はあいにく

のお天気で公民館のロビーに会場を移していろいろ盛りだくさんのプログラムを

消化しました。      《写真は魚つりゲームに興じる園児たちです。→

４月２０日 小学校支援 金田音頭指導

金田小学校からの依頼を受けて福祉村のボランティアさんの支援グループが5年
生の生徒全員を対象に小学校の体育館で金田音頭の歌と踊りを指導しました。先生

のお話だとこれから練習をつんで運動会のプログラムに加えて披露されるそう

です。

４月２４日・２５日 トンネル壁画描きに参加

花菜ガーデンの開園に伴って県道平塚秦野線からの引っ込み道路の下にでき

たトンネルの壁に落書き防止の壁画を書こうという企画が寺田縄地区の皆さん

方の中から持ち上がり、そこに福祉村のボランティアとお年寄りたちが一緒に

なって制作し、毎年春の公民館まつりに掲げた大きな千切り絵の連作が、小学

校や養護学校の子ども達の作品といっしょに選ばれて描かれることになりまし

た。 皆さんと四年かけて描き上げた春夏秋冬四幅の千切り絵が今度は壁画と

して残されるということはたいへん意義のあることだと思います。    （会長の総会挨拶より）

５ 月の お 教 室 開 催 予 定 表

日／曜 時 間 内    容 指導･講師

８日(第２土曜) 10～11時 音楽教室 菊原道子

10 日(第２月曜) 13～15時 折り紙教室 チューリップを折ります 村形美智子

12 日(第２水曜) 〃 編み物教室 ベスト
宇佐美美智子
佐藤ふさえ

13 日(第２木曜) 〃 パッチワーク教室 タペストリー 「風鈴」 榎本保子

19 日(第３水曜) 〃 作務衣教室 加藤みどり

20 日(第 3 木曜) 〃
手芸教室 パンティストッキングを編みこんで丈夫な靴下

カバーを作ります(４月の続き)  

出口幸子

佐藤ふさえ

26 日(最終水曜） 10～12時 習字教室  写経など  小川芳秋

9，16，23 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・武田節・柔

・金田音頭 など

  

《完成した福祉村の壁画四幅》

《懇談会の様子→》

《会長の挨拶》



平成２２年(２０１０年)６月 金田福祉村“いちごの会”だより

５月の活動記録から

５月１０日 保育園のいも苗植え

今年も恒例の金田保育園のさつま芋のなえ植が行われました。保育園の正門の前に

道ひとつ挟んで在る井澤会長さんの畑ではすでに黒いビニールで覆われた畝が二

列用意されていました。福祉村のボランティアさんも手伝って「おいもの苗はこう

して植えるんだよ」と指導しながら園児たちは小さな手で苗を植えました。

秋の収穫が今から待たれるひと時でした。

５月１７日 ミニデイ 七国荘に出向いて開催しました

心配していたお天気もすっかり晴れて今年の出向き

ミニデイは好調な滑り出しでスタートしました。去

年は花水の原田さんと寺田さんのギターとウクレレ

演奏が人気を呼びましたが今年は評判の大庭昌子先

生のアコーディオンとオカリナの伴奏でなつかしの

メロディを歌いました。お年寄り達の青春の歌

「青い山脈」に始まって《茶摘み、二人は若い、

お座敷小唄、北国の春、替え歌あなたと語れば、蘇州夜曲、カチューシャ、

憧れのハワイ航路、長生きの歌、旅の夜風、幸せなら手を叩こう等 12曲》を

みんなで合唱しました。大場先生は会場にあるピアノも使って歌唱指導をし

て下さいました。替え歌の《あなたと語れば》は《二人は若い》のメロディ

で歌いました。      

５月２１日より  七夕飾りつくり始まる 今年の飾りのテーマが

“花あぐり開園おめでとう 金田よいとこ！！”に決まりました。

今年も復活した金田音頭の歌詞をテーマに飾りを制作することに決まり、すでに一部の制作に取り掛かっています。

連続十回の金賞獲得を目指して皆さんのお力添えを頂きたいと思います。

以下のとおり、制作日程を組みましたので皆さんのご協力をお願い致します。 後半の日程は下記のとおりです。

    ６ 月  ２日、  ５日、  ９日、 １２日、 １６日、 １９日、

６ 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) 10～12時 編み物教室は変更して七夕飾り作りに協力します
宇佐美美智子

佐藤ふさえ

７日(第１月曜) 10～12時 折り紙教室は変更して七夕飾り作りに協力します 村形美智子

10 日(第２木曜) 13～15時 パッチワーク教室 榎本保子

15 日(第３火曜) 〃 生け花教室 松山靖子

17 日(第３木曜) 〃

編み物教室

手芸教室 パンティストッキングを編みこんで丈夫な靴下

カバーを作ります(5 月の続き)  
作務衣教室

出口幸子

佐藤ふさえ

加藤みどり

30 日(最終水曜） 10～12時 習字教室  写経など  小川芳秋

13，20，27 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

・金田音頭 など

《高齢者全員４９名勢ぞろい》

《こうして植えるんだよ》

《指導される大庭先生》

《替え歌の歌詞“あなたと語れば”》



平成２２年(２０１０年)７月 金田福祉村“いちごの会”だより

６月の活動記録から

６月１４日 ミニデイ 七夕飾りつくり

５月の七国荘出向きミニデイが終わってからは 7 月の七夕まつりを目標に折に触

れては七夕飾りつくりに皆で精を出して来ましたが、5 月 12 日以降の水、土、5 日

と 6月 2日から 19日までの水、土、6日をボランティアさんとサロンに来られる高

齢者の皆さんとが一緒になって飾りつくりをしました。作業も終盤に近づいたこの日

のミニデイでは指運動もかねて波折りにヒダを寄せたビニールを二つ折りにして可

愛いカーネーションを仕上げました。白、黄、ピンクの三色のカーネーションをプーケ

にアレンジしてお手伝い頂いた方に写真を撮って頂きまし

た。完成まであと僅か、皆さんの真価を発揮した作品が出来

上がります。10 年連続金賞獲得を目指してもう一息です。

楽しみですね。

６月１８日 入野出向きサロン 園児と大庭先生を招いて

この日のサロンは園児との交流がテーマです。最初にペッ

トボトルで剣玉を作ってひと遊びした後、今回はこども達に

とって珍しい楽器の紹介を兼ねて大庭先生にいろいろな楽

器を使って交流をお願いしました。 日ごろはピアノとオル

ガン位しか馴染みのない子供たちにとってアコ－ディオン、

オカリナ、コカリナとタイの民族楽器アンプルンを使った童

謡の演奏に子供たちは大変興味をそそられた様子でした。

オカリナの音色に聞き入ったり、アンプルンに触ったりして

楽しみました。

６月２２日 福祉村の運営協議委員会開く       

4月の定期総会後に今期第１回の協議委員会が開かれま

したが、第２回目の協議委員会が２２日に開かれました。この日の議題は公民館と地区社協と福祉村が一緒になって

初めて敬老福祉まつり(仮称)を開催しようと言うことについてです。今回はご出席の皆さんに自由に発言していただ

いてご意見を伺うことでしたが、出席された諸団体の代表の皆さんから活発なご意見がたくさん飛び出しました。

近いうちに実行委員会を組織して行動を起こそうと言うことになりました。

７ 月の お 教 室 開 催 予 定 表

日／曜 時 間 内    容 指導･講師

5日(第１月曜) 13～15時 折り紙教室 六面体のサイコロを作ります 村形美智子

８日(第２木曜) 〃 パッチワーク教室  テーマ： ふうりん
榎本保子

高橋英美

10 日(第２土曜) 10～12時 音楽教室 菊原道子

15 日(第３木曜) 13～15時
手芸・編み物教室

作務衣教室

出口幸子
佐藤ふさえ
加藤みどり

28 日(最終水曜） 10～12時 習字教室  写経など  小川芳秋

４，18，25 日

(第１，3，4 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

・金田音頭 など

《カーネーションを作る皆さん》

《ケン玉遊びをする園児》 《オカリナに聞き入る園児たち》

《アンプルンに触れる園児たち》 《皆で金田音頭を踊りました》



平成２２年(２０１０年)８月 金田福祉村“いちごの会”だより

７月の活動記録から

７月２日 ミニデイ 七夕交流会 念願の 10年連続金賞受賞を果たしました

今年は「花アグリ花菜ガーデン」の開園を祝してこれをテーマに飾りが吊り下げられ

ました。 その情景を飾りの口上から借用しますと･･･《金田の住民が御輿を繰り出し、

その御輿の上には命の米を作る苗を捧げ、若い娘の姿と水車が昔を再現し、老いも若者

も祭りに酔いしれています。七夕の風に揺らぎ祝う花々は地場産の花であるバラの玖珠

球、さつま芋の蔓のリースに吊り下げたカーネーションの花かごやドライフラワーの大

きな飾りはアグリの美しい花園を連想させてくれます》･･･

この美しい七夕飾りの下に今日は福祉村のサロンや高齢者学級に参加して飾りつくり

に勤しまれた地域の高齢者の皆さん方が大勢集まって交流会が開かれました。 和やか

な歓談の後、ボランティアさん心づくしのお弁当を頂いてロビーで金田音頭を心行くま

で踊りました。

7月２０日（火曜日） ボラ研修 ごみ処理施設見学会

この日は全国的な猛暑でしたが、参加される皆さん全員定刻に拠点に集合し、出迎え

の市のマイクロバスと随行の自家用車１台で出発しました。コースは

① 平塚市資源回収協同組合：ここは分別を主体にした処理場で自転車などは部品ごと

に分類されていました。炎天下で説明を聞きましたが、作業している人のご苦労は

もっと大変だと思いました。

② 粗大ごみ破砕処理場：ここは一般廃棄物の中間処理施設です。研修室で全体の説明

を聞きました。速度の異なるコンベアー4 本でゴミの流れの調節、危険物の発見、

おかしなものは手で取り除く等、埋め立て前処理としてガラスなどの粉砕作業など

細心の配慮が払われていました。

③ リサイクル・プラザ (くるりん)： 市民の公募でリサイクルの「クル」と資源が形

を変えながら“くるっ”と輪を描くように循環し再利用されるイメージとして名づ

けられたとか･･･循環型社会に向けて廃棄物の中から資源再生物を中間処理する施

設です。クーラーの効かない室内での手による選別には頭が下がる思いでした。

④ 大神環境事業センター： ゴミ焼却工場と発生する熱エネルギーの再利用施設です。ダイオキシン抑制に有効な

バグフィルターに交換してから排出されるガス濃度が国の基準値を下回るようになったとのお話でした。発生熱

を利用して温水を作りセンター内の暖房や給湯、更に近くの白寿荘などに供給してお風呂のお湯として利用され

ています。

⑤ 遠藤原最終処理場：高度の遮水用高密度ポリエチレンシートの白が夏空に映える土手の上で下車する予定でした

が気温が 34℃もあり、特別の計らいで浸出水処理施設までバスを進めて頂き、浸出水の浄化される過程を見学出

来ました。今日の研修を通じて改めて正しい分別の仕方、ゴミの出し方を認識しました。（寄稿 今井カホル）

８月の お 教 室 開 催 予 定 表

日／曜 時 間 内    容 指導･講師

４日(第 1 水曜) 13～15時 編み物教室
宇佐美美智子

佐藤ふさえ

12 日(第２木曜) 〃 パッチワーク教室 榎本保子

19 日(第３木曜) 〃

手芸 シャンテープ手芸
エンゼルフィッシュ・きんぎょ

編み物 教室       
作務衣

出口幸子
佐藤ふさえ
加藤みどり

25 日(最終水曜) 10～12時 習字教室   写経など 小川芳秋

８，2２，2９日
(第 2，４，5 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

・金田音頭 など

《金賞に輝く金田の七夕飾り》

《大勢のお客様が集まりました》

《リサイクル・プラザの前で》

《説明を熱心に聞く皆さん》



平成２２年(２０１０年)９月 金田福祉村“いちごの会”だより

８月の活動記録から

８月９日 ミニデイ 聞かせてよ 昔の話を

毎年 8 月になると終戦の日がめぐって来ます。平成１５年福祉村が発足した

最初の年に当時の野川会長の発案で その頃まだ矍鑠としておられたお年寄

りたちに この地域の昔の話をお聞きして金田地区の近代の歴史を掘り起こ

そうと言うことになりました。

最初の年は福祉村のボランティアさん達が２人ひと組になってお招きした

お年寄りたちとテーブルを挟んで向き合い、お年寄りからそれぞれの体験談

を聞きだして記録をとることでした。

2 年目以降は地区の高齢者の方々に 200 字程度の回想文を事前にお願いし

てそれを整理して資料とし、野川会長の司会でその資料をもとに回想を寄せ

られたお客様方から直接 お話を詳しく伺いました。

当時ご生存の高齢者から聞きだしたお話の内容は古いところでは関東大震

災で、震災当時の金田村の様子が小学生だったお年寄りの口から語られると、

教科書を読むのとは違った臨場感を伴って会場がシーンとなりました。

その後、年を経るごとに高齢者の体験も昭和の始めから満州事変、支那事

変、太平洋戦争から第二次世界大戦になって終戦を迎えるところまで来まし

た。それぞれの段階を壮年で過ごされた方、青年で迎えた方、少年で体験し

た方など、将又、戦地で体験した方、外地で過ごした方、又銃後にあった方

など色々な方々から実に多くの体験談を聞かせて頂きました。

去年は激動の昭和史太平洋戦争の記録映画を上映して往時を偲びました。

そして、今年はガラリと視点を変えて福祉村ボランティアさん達から見た昔

を語ろうと言うことで６０代のボラさんは幼い記憶に残る体験を、７０代の

ボラさんからは少年少女時代の記憶を呼び覚ましながら、参加された高齢者

を交えて昔の話をいたしました。予め用意された記憶を呼び戻すためのキーワード(灯火管制･千人針･代用食･･･など)
を使って高齢者とボランティアたちは話し合いました。参加者は六つの班に分かれそれぞれにテーブルを囲んで話し

合いました。６０代や７０代の記憶が語られると「それは実はこうだったんだよ…」と８０代の経験者がそれを補っ

て現実味のある体験談になりました。話し合った内容は後日まとめて記録に残す予定です。

最後に水団を頂いて昔を偲びました。

   ＊８月予定していた生け花教室は １０月２６日(火曜)に延期します。

９月の お 教 室 開 催 予 定 表

日／曜 時 間 内    容 指導･講師

１日(第 1 水曜) 13～15時 編み物教室
宇佐美美智子

佐藤ふさえ

６日(第１月曜) 〃 折り紙教室 村形美智子

９日(第２木曜) 〃 パッチワーク教室 榎本保子

16 日(第３木曜) 〃
手芸 シャンテープ手芸
編み物 教室       
作務衣

出口幸子
佐藤ふさえ
加藤みどり

2９日(最終水曜) 10～12時 習字教室   写経など 小川芳秋

5,12，26 日
(第１，２，４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

・金田音頭 など

《聞かせてよ 昔の話 会場風景》

《昔を語り合う皆さん ５班》

《昔を語り合う皆さん ６班》



平成２２年(２０１０年)１０月 金田福祉村“いちごの会”だより

９月の活動記録から

９月１７日 ミニデイ ノロウイルスについて

もうすぐお彼岸だというのに･･いつまでも猛暑が続きます。

毎年この季節の変わり目のミニデイには高齢の皆さんの健康を考えて《寒さに向

かって自分で体調をどの様に整えて冬を越すか》について保健師さんをお招きして

色々日常生活の過ごし方についてお話を聞いたりして指導を受けてきましたが･･･

今年はボランティアさんも高齢者の皆さんと一緒になって会場も公民館２階の

ホールに移し、『ノロウイルスについて』と題して平塚保健福祉事務所の山岡明美

先生のお話とご指導を受けました。この企画には高齢者よろず相談（包括支援）セ

ンターからも濱田社会福祉士以下数人の方が一緒に参加して下さり活動を支援し

て下さいました。

始めに山岡先生から感染症の基礎知識についてお話を聞きました。｢感染(うつる)
とはどう言うことか｣ から始まってインフルエンザの話、そして今日のメインテー

マのノロウイルスについて特に詳しくお話をして頂きました。

お話はインフルエンザやノロウイルスの性質･特徴につづいて それを予防する

にはどうすれば良いかと言うことに力点が置かれウイルスの特徴・やっかいな理

由・予防の三原則・予防のために家庭で気をつける事などに及びました。そして

最後は実習です。予防手段の一番に上げられる手洗いについては全員が参加して

実際に手を仮想の汚れクリームで汚し、それを石鹸で洗い落とす作業をしました。

皆さん汚れを意識して念入りに手を洗いましたが･･･それでも部屋を暗くして暗箱

で紫外線？を当てると汚れが浮き上がりました。それぞれに自分の手洗いの盲点を

自覚されたと思います。その後、今度は患者の嘔吐物の処理の仕方について実習しました。床に飛び散った吐物を

どの様に取り除くか･･これも使い捨てのエプロン、マスク、ビニール手袋をしたボランティアさんが擬似吐物を次

亜塩素酸ナトリュームの溶液に二つ折りの古新聞紙を浸したものを数枚使って吐物を囲むようにして覆いながら拭

き取ってポリ袋に収めました。一滴の嘔吐物も見逃さない周到な注意が大切であることを教わりました。

今日のミニデイ参加者は４７人でした。 ご参加有難うございました。

10月の お 教 室 開 催 予 定 表

日／曜 時 間 内    容 指導･講師

４日(第１月曜) 〃 折り紙教室   わらべ 村形美智子

６日(第 1 水曜) 13～15時 編み物教室
宇佐美美智子

佐藤ふさえ

14 日(第２木曜) 〃 パッチワーク教室 榎本保子

21 日(第３木曜) 〃

手芸 四合せお手玉を作ります。たくさん作って小学

校へ届けます。是非ご協力を！

編み物 教室       

作務衣

出口幸子

佐藤ふさえ

加藤みどり

26 日(第４火曜) 〃 生け花教室 松山靖子

2７日(最終水曜) 10～12時 習字教室   写経など 小川芳秋

10(日)・23(土)・
31(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

・金田音頭・転倒予防体操 など

《山岡先生の話を聞く皆さん 》

《完全な手洗い･･汚れの検証》

《患者の吐物処理の実習》



平成２２年(2010年)１１月 金田福祉村“いちごの会”だより

１０月の活動記録から

10月 7日 ローレンス市民との交流

姉妹都市締結 20 周年を記念してアメリカ･ローレンス市

より市民一行の親善訪問を受けました。金田福祉村では西部

福祉会館に一行をお迎えして私たちが日ごろサロンで行っ

ている活動の中から『絞り染め』と『針金ハンガーの飾りテ

ープﾟ巻きつけ』を披露しながらローレンスのお客様にも体

験して頂きました。この日は飯島地区と長持地区の出向きサ

ロンからも西部福祉会館に会場を移して高齢者の皆さんに

も参加して頂きましたが、ローレンスの皆さんも興味津々で、

たいへんな盛会になりました。この日絞ったスカーフは直ち

に染色に取りかかり、翌朝一行にお届けしました。

11月の お 教 室 開 催 予 定 表

日／曜 時 間 内    容 指導･講師

１日(第１月曜) 〃 折り紙教室   村形美智子

10 日(第２水曜) 13～15時 編み物教室
宇佐美美智子

佐藤ふさえ

1１日(第２木曜) 〃 パッチワーク教室 榎本保子

18 日(第３木曜) 〃

手芸

編み物 教室       

作務衣

出口幸子

佐藤ふさえ

加藤みどり

2７日(最終水曜) 10～12時 習字教室   写経など 小川芳秋

７ (日 ) ・ 14(日 ) ・
21(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

・金田音頭・転倒予防体操 など

《一行に絞りの説明を

する会長》

《絞り方の手ほどきを

するボラさん》

《テープ巻きの説明を

聞くロ市民一行》

《染め上がった作品を

広げて･･･届ける前に》

10 月 17 日 敬老福祉まつり開く

これまで地区社協の主催で行われてき

た敬老祝賀会を今年から『金田敬老福

祉まつり』として福祉村も参加して共催し

ようと言うことになりました。 今回はその

第一回目と言うことで地区を挙げての賑

わいとなりました。《会場風景 今井社協会長挨拶》 《園児を交えて花笠音頭を踊る》

《舞台で七夕音頭を踊る園児たち》
《金旭中のブラスバンド演奏》

《この日の福祉村ボラ勢揃い》



平成２２年(2010年)１２月 金田福祉村“いちごの会”だより     １０月１１月の活動記録から

10月 30日(土) 西部福祉会館でボランティア研修会を開く

季節外れの台風の影響で強風の吹く中、開催が危ぶまれましたが、金田公民館に集合した 参加者４５名は会館の

手配してくださったマイクロバス２台による送迎のお蔭で、新装成った西部福祉会館で始めて福祉村ボランティア

の研修会を開催することができました。 一行がバスで会館に着いたとき職員の皆さんの出迎えを受けて玄関ロビ

ーで館長より金田福祉村の会館利用を歓迎する旨の挨拶があり、館内を隅々まで案内をして頂きました。

その後、２階の多目的ホールで研修が始まり、井澤会長、二宮研修委員長の挨拶の後、手話の実習･骨折予防運動･

ダンベル体操･折り紙(童子雛を折る)・合唱など種々の実習や学習の後 金田音頭･七夕音頭･幸せ音頭を踊って帰りも

マイクロバスで送られて解散しました。その頃には風も収まり、陽ざし出てきて充実の一日となりました。

１１月２０日(土) 金田小学校秋祭りに参加して

今年の秋祭りにはオープニングの金田音頭に福祉村から２０名のボランティアさんの参加ともう一つは平塚市の

木である“くすのき”を使って貼り絵つくりを生徒達に指導することでした。材料となる“くすのき”の枝は今年

の初夏に公民館の楠の枝を刈り込んだ時に落とした枝を頂いたものです。この大小の枝を乾燥して２～３ミリの厚

さにスライスして丸や楕円やだるま型やいろいろな形の薄片を無数に作ってこれを材料にしてベニヤ板に貼るので

す。色々な形に切り、切ったものを自分の好きなようにならべて貼り、動物や昆虫や花などを表現することをテー

マにして２０名の生徒に体験して頂きました。生徒達の創造力はたくましく思いも寄らないすばらしい作品が出来

ました。(F.Iさん寄稿)    この詳しい様子は次回の《いちごの会だより１８号》に掲載の予定  

12月の お 教 室 開 催 予 定 表

日／曜 時 間 内    容 指導･講師

１日(第１水曜) 13～15時  編み物教室  ストール
宇佐美美智子

佐藤ふさえ

６日(第１月曜) 〃
折り紙教室  黒ネコ、サンタ、

牛乳パックでパタパタ (変わる絵)         
村形美智子

９日(第２木曜) 〃 パッチワーク教室 干支 兎 タペストリー 榎本保子

15 日(第３水曜) 10～12時 習字教室   写経など 小川芳秋

16 日(第３木曜) 13～15時
手芸 針金ハンガーでハンドモップ 材料費 150円

作務衣

出口幸子

加藤みどり

28 日(第４火曜) 10～12時 お正月の生け花 松山靖子

12(日)・19(日)・
26(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

・金田音頭・転倒予防体操 など

《館長の歓迎挨拶》 《手話で歌う》《開会挨拶の様子》 《骨折予防運動》

《合唱で輪唱》 《ダンベル体操》 《三つの音頭で締め括り》《童子雛を折る》



平成２３年(2010年)１月 金田福祉村“いちごの会”だより    

平成２３年を迎えるにあたって  平成２２年もあと数日を余すのみとなりました。

皆様には年の瀬のお忙しい中にもかかわらずボランティア活動にご理解とご協力を下さり誠に有難うございます。

私たち福祉村ボランティアの活動は地味な活動です。 普段の活動の中で･･･「ありがとう、嬉しいよ、淋しくはな

いよ」･･･と返ってくる その言葉で力を頂き、その笑顔が私たちを支えてくれます。福祉村に来られるご高齢の皆

さんが歩まれて来たこの道はこれから私たちも通る道です。自分も家庭も皆でスクラム組んで新しい年を笑顔で明

るく元気で過ごせますよう平成２３年も宜しくご理解とご協力をお願い申し上げます。

お蔭さまで金田福祉村活動も２月には満８年、足掛け９年目に入ります。特に旧年は金田の地域福祉にとって変

化の兆しが見えたように思います。それは地域の色々な活動グループ団体との交流協働が活発化したことです。

先ず、第一に地区の社会福祉協議会と協働して敬老福祉まつりを開催したことです。この敬老福祉まつりに福祉

村としてオープニング･セレモニーで金田音頭を披露し、お客様との交流･接待にあたりました。それと同時に福祉

村の存在を皆さんに知って頂く好機と捕らえパンフレットをお配りして啓発活動の成果を挙げることが出来ました。

このほかにも、ママの会との協働で料理教室・手話教室の開催、国際交流の一端を担って姉妹都市ローレンスよ

りの市民グループとの親善交流などの他、自主･共催の多彩な事業を展開しました。詳細につきましてはいずれ;機会

を見つけてじっくりご報告いたしたいと思います。

どうぞ皆様、明ける平成２３年も良い年でありますよう心からお祈り申し上げます。  井澤文子

１２月６日 ミニデイ 園児のお遊戯参観

この日、公民館に集まった高齢のお客様たちはお隣の金

田保育園まで歩いて訪問しました。園ではお客様たちの為

に四つのプログラムを用意して待っていてくれました。

園長先生のご挨拶の後、１、げき遊び“おべんとうバス”

２、ゆうぎ“ハイホー・ひょっこりひょうたん島 ３、げ

き“ねずみの嫁入り” ４、ピアニカ合奏“ちゅうりっぷ・

ドレミのうた”と次々に可愛い園児たちによって演技が披露されました。高齢者にとって昔小学校の国語の時間に

習った“ねずみの嫁入り”や子育て時代のテレビドラマだった“ひょっこりひょうたん島”などの演目に大喜びで

した。最後にお年寄りひとり一人の後ろにまわった園児たちのやさしい肩たたきに皆さん

ウットリされていました。

１２月２０日 〆飾りつくり

今年の行事も大詰めに近づきました。１７日保育園のお飾りつくり

に続いて２０日は拠点に大勢が集まって正月のお飾りを作りました。

皆さんそれぞれにお正月を飾る〆飾りを仕上げました。

１月の お 教 室 開 催 予 定 表

日／曜 時 間 内    容 指導･講師

11日(第２火曜) 13～15時 折り紙教室 うさぎの折り紙で新春を楽しもう 村形美智子

12日(第２水曜) 〃 編み物教室 毛糸のマフラーと帽子  
宇佐美美智子

佐藤ふさえ

13日(第２木曜) 〃 パッチワーク教室 うさぎのタペストリー 榎本保子

20日(第３木曜) 〃
手芸 針金ハンガーでハンドモップ 材料費 150円

作務衣

出口幸子

加藤みどり

26日(第４水曜) 10～12時 習字教室   写経など 小川芳秋

16(日)･23(日)
・30(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

・金田音頭・転倒予防体操 など

１２月の活動記録から

《園児の肩たたき》
《園児の合唱》

《ごぼう〆を準備する(８日)》


