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金田福祉村活動日誌（ブログ控帳）
平成１８（２００６）年５月３１日

ブログ FC2 を利用して金田福祉村の活動日誌を書くことにしました。

これまで金田福祉村の活動報告は毎月当番表の裏面を利用してお知らせし

ている《いちごの会だより》が主なものでしたが、この月刊《いちごの会だ

より》だけだと紙面のスペースが限られて十分に載せきれない記事が出てき

ます。

また、当番表の裏面の利用だけでは発行の対象が“福祉村ボランティア”（約

１００名）だけに限られてしまいます。そこで思いついたのが このブログの

活用でした。

日常的な拠点の様子や、福祉村に関わりのありそうな話題などの他、《いち

ごの会だより》に載せた記事と重複するものも更にくわしくお知らせするこ

とを心がけています。
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平成 18 年

ブログによる金田福祉村活動の軌跡 （2006 年 5 月３１日 ＦＣ２ブログ つまりインターネッ

トで綴った日記です。）

2006 / 05 / 31
いよいよ 今日から福祉村のブログの開始です。

５月２７日に金田大楽の諸君に集まって頂いて大凡出来上がっていたブログの体裁を見ていただきな

がら構成を説明してコメントの書き込みに協力して下さる様にお願いしました。

今日がその第一稿です。 今後とも宜しくお願いします。

2006 / 05 / 31
第２回カルチャースクールは寺田縄自治会館で・・・

先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に続いて今月は第２回の出向きカル

チャースクールを寺田縄自治会館で開きました。テーマは「高齢者の為のストレッチ体操」で講師は地

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「気持ちいい」「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。

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

2006 / 05 / 31 
ミニデイ: 柏餅を作りましょう ５月２２日

この日の柏餅つくりについて、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迎えました。

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、それからアンコを包

んでそれを又蒸して柏の葉っぱに包んで仕上げました。

出来上がってお皿に持った柏餅を見て全員が歓声を上げました。
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2006 / 06 / 01 
「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となりました。過去４年、会員のみなさん方と模索しなが

らたどりついた結論のひとつは「人の孤立（つまり独居生活）は元気（気の源）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。（「いちごの会だより」６月号巻頭言より）

2006 / 06 / 02 
第１金曜日は飯島出向きの日でした

今日は、厚労省の研修の方がひとり、市の福祉課の方と一緒に３人で飯島自治会館で開催の出向きサ

ロンと金田福祉村の拠点サロンの様子を見に来られました。

ちょうど集まったお年寄り達が七夕の飾りに吊り下げる亀を作っているところで研修のお３方にも

活動の一端を体験していただきました

2006 / 06 / 04 
調査・広報委員会を開きました。場所：｢いちごの会」拠点

今日は日曜日でしたが６名の委員の皆さんが出席、リーダーより福祉村の最近の活動についての概況

を報告、次の各項について意見交換を行いました。

・「いちごの会だより」の発行について

・調査活動について地域福祉に関連する情報を全国的に検索する

・福祉村活動についてアンケートによる調査の是非と方法

・他の委員会とのジョイントミーティング

以上
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2006 / 06 / 11 

金田大楽のメンバーの皆さんへ

このブログを新設してから 10 日ほど経過しましたが、これまでに皆さんが作ったブログサイトが二

つほどあります。

これらのサイトをどの様に扱えばよいかご意見をお聞かせ下さい。

いま、いちばん書込みがあるのか竹さんの開設してくれた｢金田福祉村」サイトですがコマーシャリ

ズムの書込みが多すぎるようです。

もう一つは多分御松さんの開設したヤフーのブログ「いちごの同盟」です。こちらも二三回書込みが

されただけでそのままになっています。

これらをうまく整理して活かしたいと思いますが皆さんのご意見を聞かせてください。

それから、次回の大楽の開催日が決まり次第お知らせしますが、その時ジャンバーをまだ返していな

い方は忘れずに持参して下さい。

2006 / 06 / 13 
七夕飾りの準備が進行中

《飾りに下げる亀の子たち》   《お年寄り達がコツコツと丹精を込めた下げ飾り》

いま、金田の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。



- 5 -

2006 / 06 / 15 
拠点の庭に大きなゆりが咲きました

《一番咲きの大輪です》         《拠点で満開のエラブゆり群》

三年前、ある企業の方に頂いたエラブユリの球根が二日ほど前に一斉に蕾をつけました。

今日見るとほぼ同時に開花していました。 上の写真はその中の一番咲きです。

2006 / 06 / 15
今月の金田大楽は２４日に開きます

前回ブログでお知らせしましたが、６月２４日に金田大楽を開催します。

皆さんお忙しいようですが、出来るだけ御出席くださるようにお願いいたします。

日 時： ６月２４日(土曜日） 午後１時３０分より３時まで

場 所： 金田福祉村拠点

話合う事： ブログの整理と構成について

＊昨年３月皆さんにお預けしたジャンバーを返して下さい。

  まだ４人の方が未返還です。

  福祉村のロゴを印刷しますので･･･

2006 / 06 / 20 
６月１５日福祉村ネットワーク委員会が開かれました

昨年暮、福祉村のネットワーク委員会は学童の通学路の安全見守りについて地域の諸団体に呼びかけ

て話合いましたが、幸い、この主旨は地区の連協に引継がれて今年の１月９日連協主催で再度話合いが

持たれ、以来、それぞれの団体が連携した見守り活動が続いています。

しかし、この半年間の見守り活動を通じて分った事は、更に通学の学童や道を歩くお年寄り達の安全
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を確保する為には、「単に見守りだけでは守りきれない何か」が有るのではないか？

と言う提案が委員長より出されました。

ネットワーク委員会では、この提案を基にして色々な観点から地域の安全をもう一度根本から検証し

て見直し、それを地図上に投影表現して再度、地域の皆さんや諸団体に呼びかけようと言うことになり

ました。

2006 / 07 / 02 
金田の歴史再発見事業発足を記念して記念講演会が開かれました。

事業発足の趣旨は身近な郷土の歴史をみんなで掘り起こして残そうと言う事です。

戦後すでに６０余年経過して土地の古老や言伝えが廃れかけた今日、いまの内に貴重な伝承や文化の

遺産を掘り起こし、整理して地域全体でこれを後世に伝えないと、時間的にもう間に合わなくなると言

う危機感から地域に呼びかけて今日の記念講演会となりました。

今日の講師は金田出身の小川直之さん(國學院大學教授)でテーマは“金田の歴史と歴史再発見の視点”
でした。身近な古文書や歴史資料の読み方や古老の話や伝承について「新編相模国風土記稿」の金田地

区に関する抜粋をテキストにして史実探索の手法やアドバイスを伺いました。

今後の活動は草の根的に地域のボランティアさんたちが協力する予定です。

2006 / 07 / 05 
金田公民館と金田保育園の七夕を飾りました

明日６日から開催される平塚市七夕まつりに合わせて飾りコンクールに出品する飾りの飾り付けを

しました。

今日までに半年かけてコツコツと福祉村の拠点サロンやミニデイで作り溜めてきた飾りの部品は小

ブロックごとに組み立てて公民館のロビーや大階段の踊り場に吊り下げてあります。

今日はこれらを孟宗の太竹に吊り下げるのです。午前中は金田公民館で、午後は保育園の竹飾りです。

写真２葉

《七年連続金田地区で一等賞の七夕飾りです》
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《保育園の七夕飾りです》

2006 / 07 / 06 
七夕交流会

本来は７日の金曜日に予定していた飯島の出向きサロンを繰り上げて昨日の七夕の飾りの完成祝い

を兼ねてお世話になった地域の皆さんや福祉村以外のお年寄りたちもお招きして盛大に交流会を催し

ました。

おかげでこのイベントは大成功でした。この後１２日に開かれた第３７回理事会ではこの七夕交流会

を福祉村の研修･行事委員会の恒例行事として毎年企画することになりました。

2006 / 07 / 09 
｢いちごの会だより 第５集 の発行にこぎつけました

７月８日（土曜日）広報いちごの会だより印刷 3,000 部

７月９日（日曜日）A3 ４ページ立てを二つ折り作業 3,000 部

出来上がった 3,000 部は福祉村ボランティア全員で手分けして地域の各家庭に全戸配布いたします。

2006 / 07 / 12 
７月１０日１１日１２日の三日間 金田小学校周囲の交通量調べをしました

地域の小学校の登下校時の安全やお年寄りが買い物などに利用する生活道路の安全を如何に確保す

るかについて、福祉村では地域の色々な団体に働きかけてきましたが、更にこれまでの活動を徹底する

ように再び地域の諸団体に呼びかける事にしました。

そしてこの活動に先立って現状を確認する為に具体的な資料を纏めようという事になり学校の周辺

の交通量を観察しました。

10 日： 金田小学校前の交通量観察、生徒登校時間 8:00～8:30 で正門前の道路で南北行合わせて通過    
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車両４４５台 ４秒に１台の割合

11 日： 小学校南側側道交差点より南北道に進入する車８時より３０分間に２６台

12 日： 小学校北側側道交差点より南北道に進入する車８時より３０分間に１台

       〃      で北側(岡崎方面)から来て右折水神橋方向へ １８台

具体的に数字が出てみると漠然と交通量が多いなと思っていた事が今度はあの信号の点滅周期は適

当なのかな？とか、この裏道の進入を規制できないかなと言った問題点が浮かび上がってきました。

2006 / 07 / 12
７月１２日 ３７回定例理事会

７月の後半から８月いっぱいは福祉村の大きな行事が続きます。これからの行事を具体的にどの様に

実行して行くかについて話し合いました。

話し合ったこと：

１．『通学と生活道路の安全を考える委員会』の結成に向けて７月１７日 １９:００～  公民館２階

和室で協働   対象の６団体と会合を持つ。

２．８月１４日のミニデイとカルチャースクールの合併開催 『聞かせてよ昔の話を』 について、段

取りをどうするか。 長寿会と連携を図って話し合うこと。

３．『七国荘出向きミニデイ』の件について： 案内状の発送その他について打ち合わせる。 なお当

日は 湘南ケーブルテレビより我々福祉村活動の取材申し込みを受けており、これに対する応対はサロ

ン・ミニデイ委員会が窓口になる。

などと言ったことです。

2006 / 07 / 17 
通学と生活道路を考える集い

12 日の理事会で話し合ったネットワーク委員会の提案を早速実行に移してこの日は国民祝日(海の日）

でしたが地域の長寿会、交通安全協会、駐在、自治会連合会長にお集まり頂いて福祉村のネットワーク

委員会が司会して地域の小学生の通学路とお年寄りの生活道路の安全を確保することを考える集いを

開きました。
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福祉村からも会長、副会長、ネットワーク委員長、と広報担当が出席しました。出席の皆さんからは

活発な意見が次々と述べられて以下の項目について真剣に意見が交わされました。

＊金田小学校周辺の交通安全確保について･･･朝の登校時間の 30 分間に

   学校の正門前は 445 台の車が通っている。4 秒に 1 台の割合

＊通学時間帯の交通規制は出来ないか？

＊横断歩道標識の剥離したものの回復整備について

＊ＰＴＡとの連携は必要だし、その話は具体的に進んでいる

＊高齢者の為の生活道路の安全確保について

＊歩行者と手押し車が難儀する側道と歩道

＊出来てしまった道路に歩道の後付は大変

＊どうしても車道に出たがるお年寄りの歩行者

＊裏道を利用した買い物道路の開発

＊地権者の同意なしには出来ない相談

＊交通安全教室を開いて徹底教育 大人にも自転車のマナーを･･･

＊小学生からでも交通違反取締りを徹底的に

＊寄付で信号機を付けられないか

等と言った事柄について皆さん熱心に意見が出されました。

2006 / 08 / 04 
ミニデイ活動とその準備など

ミニデイ・折り紙で暑中見舞と牛乳パックで和紙作り

7 月 24 日のミニデイは、色とりどりの色紙で折った小さな蝉を千切り絵の木に貼り付けました。

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。
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2006 / 08 / 14
カルチャースクール 第四回 『聞かせてよ 昔のはなし』

8 月 14 日、午前１０時より金田公民館で開催しました。 今年は１０名の語り部にお願いしてそれ

ぞれの体験を語って頂きました。

＊最高齢は K さんと U さんです。お二人とも当時は小学生で、今では９５ 歳に近いお年にも拘らず

矍鑠として関東大震災当時のはっきりとした 記憶を語ってくださいました。

＊S さん８４歳、昭和１７年４月１８日最初の東京空襲で日本のレーダー を掻い潜って超低空で侵入

する B２５を早稲田の校庭で頭上真近に見た話。

＊Y さん８１歳、「海軍兵学校で聞いた玉音放送の話」と「原爆で灰燼に帰した一面焼け野が原の広島

駅頭に立って感極まった話」。

＊Y さん８１歳、大阪の３４部隊へ通信科の幹部候補生として５月に入隊して３ヶ月後に終戦を迎えた

敗戦始末記。

＊T さん、 嫁いだ先のお舅さんは日露戦争の傷痍軍人で、ご主人とその弟２人の３人は今度の戦争に

駆り出されて下の弟が戦死した。 そして、ご主人はマラリヤに罹り痩せほうけて帰還、病気勝ちであ

った。

＊I さん７１歳、今、我々が平和に暮らせるのは戦争犠牲者のお蔭ではなかろうか？ 世間では靖国問

題で騒いでいるが、さきの大戦や A 級戦犯 合祀の是非はさて措いて、私は靖国神社にお参りしたい。

＊E さん６５歳、父が応召した昭和１６年に生まれたので名前に召の字がついている。

母の背に負われて B２９の空襲下、色氏橋の下へ逃げたの を覚えている。

＊N さん７４歳、小学生だった私の空襲体験。我が家は丸焼けで焼け出され、縁もゆかりも無いお宅に

ひと月以上もお世話になった。 私のボランティア活動の原点はここにある。

＊S さん、学童疎開で山北の方へ行っていたが、卒業と同時に実家へ帰された。それからは毎晩空襲に

遭い母を背負って あちこちを逃げ回った。 学校も焼け、卒業証書は未だ受け取っていない。

＊M さん、 土佐の高知でも終戦の一ヶ月前に空襲を受けた。「まさか来ないだろう」と思っていた空

襲に、着の身着のまま裸足で逃げた。 父は焼夷弾で全身やけど、一週間後に亡くなった。

妹と２人、裸足で１２ｋｍを歩いて叔母を頼った。

  以上１１人のお話の合間に司会の野川会長が地震や戦災の資料に拠って具体的な被害の模様や当
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時の状況を解説してくださいました。

語り部の発表のあと、ミニデイ･サロン委員会のメンバーによる心づくしの水団に昔を偲びながら舌

鼓を打ちました。

  ちょうど夏休みだと言うこともあって高校に進学した金田大楽の学生たちや今年、福祉村にボラン

ティア登録したばかりの中学生４人も顔を揃えてくれました。 この集まりの最後のところで自己紹介

をして、この日の感想をひと言ずつ発言しました。 今日のこのお年寄りたちの昔の話に平成生まれの

子達は少なからぬ感銘を受けたようです。      

2006 / 08 / 16 
このところ立て続けに金田大楽にも色々と変化がありました

八月四日（金）

ひょっこりと二人の中学生Ｓ君、Ｙ君が拠点を訪れてボランティアをやりたいと申し出てくれました。

金田福祉村創立の理念と経緯、そして足掛け 5 年間、福祉村が歩んできた活動の様子を説明しました。

そしてもっと仲間を増やすことを希望して月曜日にもう一度来てもらう事にしました。

八月七日（月）

Ｓ君、Ｙ君が約束どおり、もう一人友達を連れて来てくれました。

会長を交えてボランティア志望の動機や経緯などを聞きました。

全員が中学の部活でサッカーをやっているとの事、それで、夏休みの部活のスケージュールを確認して

もらって福祉村のイベントに参加してもらう事になりました。

直近のイベントは八月十四日の「聞かせてよ 昔の話を」です。

八月十二日（土）

今井君が京都より帰省され、早速大楽の高校生の仲間に声を掛けてくれました。即席の大楽の同窓会

の招集です。三々五々それぞれが時間を繰り合わせて再会の場を設けている様です。

十四日のカルチャー「聞かせてよ 昔の話を」に出席を誘う。

八月十四日（月）

｢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。

散会後大楽の若者達は全員拠点に集まって今井君の指導のもと歴史について「聴く」と言うことをキ
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ーワードにして今日の集いの感想をそれぞれ発表し合いました。

2006 / 08 /28
七国荘 出向きニデイ

かねてより湘南ケーブルネットより取材申し込みを受けていたこともあって、今回の七国荘出向きミ

ニデイは福祉村ボランティア一同、井澤サロン・ミニデイ委員長を中心に、ひと月以上も前から計画を

練りスケジュールを立てて準備をしました。

ミニデイ参加を呼びかけるチラシを７月の終わりに準備して８月に入ると同時に各地区に配り、８月

の１４日に締め切りましたが今回は特に参加を希望されるお年寄りが増えて最初予定していた人数を

越えそうな盛況となりました。 それで、急遽 マイクロバスの増車を福祉会館にお願いするなど人員の

役割分担やら手順の確認に忙殺されましたが、どうやら、当日の出発までには準備を完了出来ました。

あとは、全員が事故なく無事に今日一日の日程をこなせます様に祈るばかりです。 幸い二日前まで

の真夏日は影を潜めて気温も３０度を下回って快適なピクニック日和となりました。 お客様も早めに

顔を揃えて下さって全員が手筈どおりに七国荘に移動出来ました。

七国荘の会場では 到着直後のひと時、お茶を頂きながら、千切り絵の大きな木に止まらせる折り紙

の蝉を折りながら、一服してしてから、今井副会長の総合司会で出向きミニデイが始まりました。今日

の集いの一部始終は以下の通りです。

● 会長あいさつ：

・今日の出向きには総勢７４名（ボランティア２８名、高齢者４３名、他３名）が参加したこと、

・お客様(高齢者)４３名の中には十数名のニューフェースを含まれること、

・駐在所からの情報として最近の交通事故の６１％は高齢者が関係していること、これに関連して交通

安全の意識について高齢者に見られる特徴として、

＊緊張感が無い

＊安全の見極めの甘さ

＊横断のタイミングが掴めない

＊歩き出したら一直線で左右に気が配れない

などと言った具体的な点を挙げて注意喚起をされました。

● 続いて栗田保健師の紹介と挨拶があり、血圧の測定と健康相談について会場を回りながら個別に声

をかけて下さることになりました。
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● ボランティア A さんの手話で歌詞を表現しながら童謡「夕やけ こやけ」を歌いました。 ねぐらに

帰る からすを右手で表現し左手で子供を表す手話表現は中々難しくて皆の笑いを誘いました。

● お手玉回し、テーブルごとにグループを作って「もしもし亀よ」「おてて つないで」などを歌いな

がらリズムに合わせて、お手玉を回します。 慣れてきたところで今度はお手玉を隠しながら回して歌

が終わったところでお手玉を手に持っていた人が罰ゲームをすると言うことで大いに盛り上がりまし

た。 飯島の H さんが 三つのお手玉で模範演技をして、みんなの喝采を浴びました。

● 昔、よく歌った「とんとん、とんからりと隣組」の替え歌で「とんとん、とんからりと肩たたき」

を全員で合唱しながら、歌詞に合わせて 肩を叩いて、首、肩、手足を回したり伸ばしたりして最後に

大あくびして息抜きをしました。

● 全員で「断り音頭」「クーリングオフ」の歌を「もしもし亀よ」や「鉄道唱歌」ノメロディで合唱し

ました。 最近は 振り込め詐欺や訪問販売など高齢者にとって物騒な話が絶えません。そうした事か

ら機会あるごとに被害に遭わないように絶えずリマインド致します。

● １２時から１３時まで 昼食 サロン・ミニデイ委員会が中心になってボランティアの心づくしの

手作りのお弁当を頂きました。 サラダに味噌汁、スイカのデザート付きです。

食事の前に恒例の 会長の指導で食物の嚥下を助けるための お口の運動「パ、タ、カ、ラ」発声をして

食事をいたしました。

● 午後はカラオケと有志の舞踊でたっぷり一時間ほどを過ごしたあと、新聞紙を固く丸めて両端に房

を付けたバトンを使って棒体操をしました。「りんごの歌」「お猿の駕籠や」などの歌に振付けて全員で

体操しました。

● 全員で輪になって「平塚七夕音頭」と「ソーラン節」を お客様もボランティアも一緒になって心ゆ

くまで踊りました。

以上のプログラムを全部予定通り消化して１４：００過ぎに七国荘を出発して帰路に着き１５：００

にはお客様全員無事に金田公民館に帰着しました。

2006 / 09 / 06 
金田福祉村サロンでのご感想は如何でしたか？

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
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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？ 一つ聞かせて下さいませんか？

2006 / 09 / 07
たなばた飾りコンクール一等賞受賞！

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

さやかな祝賀会を開かれました。

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。

2006 / 09 / 11
福島市吉井田町自治会役員８名来村
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６日の調布学園大学生の来村につづいて今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。

ご一行は、私たちの活動の合間を縫ってミニデイ視察をされましたが、どの様な感想をお持ちになっ

た事でしょうか？

2006 / 10 / 02
介護サービスが受けられない！？

～介護保険・改正の波紋～

9 月 7 日放送の NHK テレビ番組の「クローズアップ現代」で今年 4 月の法改正から 5 ヶ月が経過し

た、新介護保険法の改正の問題点が報道されました。 それによると

『全国で 400 万人といわれる介護保険利用者のうち、4 割を占める 160 万人の「要支援１～２」の高齢

者が、サービスを受けられないケースが相次いでいるのだ。

原因は、これまで保険適用に欠かせない“ケアプラン”の作成を引き受けてきたケアマネージャが、担当

人数を制限された上、軽度の人については報酬額を大幅に引き下げられたため、プラン作りを敬遠しだ

したことにある。

受け皿として期待される“地域包括支援センター”も人員が限られ、パンク状態。国は、高齢者自身がケ

アプランを作成するのをサポートする方針を打ち出したが、手続きが煩雑なため、戸惑いが広がってい

る。』

と言うもので制度改正に揺れる高齢者と、困惑する自治体に迫る内容でした。

金田福祉村でも先日、地域の包括支援センターに T さんを訪ねてその辺の事情をお聞きしたところ、

『現在、既に他の地区や隣接の市では当地域の２倍以上の作業に忙殺されて大変であると聞いている。

今のところ、この地域では 3 人の担当職員でなんとか対応できているけれども、いずれは放送された様

な状態が目に見えているのでセンターのスタッフの増強を要請して危機感を訴えている状況にある。』

ということでした。

高齢者自身がケアプランを作成するのをサポートするという国の方針によって、ケアプランの中身と

いうのが一体どんなものなのか、福祉村に来られる高齢者やボランティアにとっても関心のあるところ
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ですし、本来ケアマネージャーによって客観的に作られてきた筈のものが、申請者自身によって作成す

ることによって、どんなことになるのか、どなたかコメントを頂けませんか？

テレビで放送された中に、介護の先進地とされる藤沢市でもケアプランの作成に最低 14 枚の書類の

作成が必要だと言っていましたが実際のところはどうなのでしょう？

2006 / 09 /30
カル･レク 三島大社・楽寿園

朝 8 時 30 分平塚駅集合、総勢 26 名は 8 時 46 分発の電車に乗り三島駅に降りた時、空はウォーキン

グに最適のうす曇でワクワクした気持になりました。

案内して下さる K さんは以前、金田に住んでおられましたが現在は三島に居住されていて快く案内を

して頂きました。

まず、寿楽園を見学、これは旧小松の宮様の別邸で、いまは市の文化財として保存されています。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。

三島市は一万四千年前、富士山噴火の際 溶岩の流れた町であったことや湧水が湧き出した時代を経

て、現在の街が成り立っていることを知りました。

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。

三島名所の雷井戸(雷様が落ちたお蔭で水が湧き出したと伝えられる)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お参りをしました。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。

無事にカル・レクウォーキングも終わり、案内をして下さった K さんとの別れを惜しんで帰路に着き

ました。
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2006 / 10 / 19 
写経の勧め

金田福祉村では毎月、習字教室を開いています。いま教室では写経をしています。

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。

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。

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。」

小川芳秋先生にご指導いただいています。

2006 / 10 / 19 
ひょうたんの収穫

いちごの会の垣根に瓢箪が昨年から 2 本栽植され、訪ねる人の楽しみのコーナーになっていたが、今

年は葉と花しか見えなかった。

連作を嫌ったものか手入れが不足したものか。

昨年は放水しすぎてメーター監視員に理由を問われたほど暑くて連日潅水した。

収穫は昨年が 130 余個。今年は大物がたった 2 個だけ。

昨年の収穫物は色々な顔した小物でお年寄りたちの手作り指先手芸の格好な材であった。
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今年はどんな作品になるのだろうか？

2006 / 10 / 23 
木の実でブローチ作り

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牛乳の蓋などの台紙に固定して

個性豊かなブローチが出来ました。

素晴らしい出来栄えに今度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。

2006 / 10 / 27 
転ばぬ先の杖

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

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且つ快適に暮らせ

るようにする為にはどの様な環境改善の方法があるか、また、どの様な心構えが大切かについて、その

辺りの工夫の仕方と知恵の出し方についてお話を聞きました。

2006 / 11 / 01
保育園のお芋掘り

今年の５月２２日、サクラさんスミレさんが総出で植えたお芋の苗が見事

に大きなお芋に育ちました。今日はその収穫の日です。 予め福祉村のボラ

ンティアさんが蔓(ツル)を刈って地肌をむき出しにしました。

そこへ全員手袋をした園児たちが畝に沿って並び一株毎にいっせいに掘り

始めました。先生方やボランティアたちは小さなシャベルを手にして園児たちが手で掘る作業を手助け

します。

でっかい大物はスコップを足で踏み込んでおじいさんが土を底の方から起こします。
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こどもたちが歓声を上げます。 アヒルさんそっくりの形や子供が一抱えするようなものもありまし

た。

2006 / 11 / 13
七国荘出向きミニデイ

  

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。

  

さて今回もスケジュール通り全員１０時３０分前に七国荘に着いて、一服の後 型どおり、今井副会

長の司会の下、野川会長あいさつ、栗田保健師のヘルスガイダンスに続いてサロン活動に入りました。

・紙コップでケン玉を作って遊ぶ： 今日まで拠点でボランティアさん がコツコツと作ってきた、 紙

コップ２個の底と底を貼り合せた玉受け皿に飾りの切り紙をはり、丸めた 紙のボールに毛糸を付けた

ものを結び付けてケン玉を仕上げました。その後はそのケン玉を使ってみんな童心に帰って遊びました。

“もしもし亀よ”に合わせて誰が一番長く入れ続けられるか競争をしました。

・肩ほぐし準備運動 肩たたきの歌（隣組の歌の替え歌）

・ボール送り 右回り左回り

・手 話

・食前運動 舌と口の運動、百面相、早口言葉

・昼食

・食後のおしゃべり交流

・カラオケを楽しむ

・皆で童謡合唱 ハーモニカ伴奏

・歌に合わせて踊ろう 健康音頭 棒体操  

最後に井澤副会長の閉会の辞のあと お客様全員の記念写真を撮りました。

午後３時には全員無事に福祉村拠点に帰着解散

2006 / 11 / 16
コーディネーター研修について：
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今年も平塚市による福祉村コーディネーターを対象にした恒例の研修会が行われています。

ご存知のように 組織的なボランティア活動にあってはコーディネーターの存在は欠かすことが出来

ません。福祉村の場合、活動のキーマンとしてコーディネーターは週５日間 交代で拠点に詰めて次の

ような活動をしています。

１．援助、活動希望などの申込みを受け付けて相談に対応

２．福祉村活動の広報・啓発活動

３．福祉関連情報・地域情報の収集と提供

４．地域関係機関との連絡調整

５．拠点でのふれあいサロンに関すること

６．緊急・救急時の対応

７．福祉村に関する事務全般

８．行政・協働団体との連絡調整

このような活動の性質上 福祉村のボランティアやコーディネーターは自分たちの住んでいる地域に

ついて

＊ 福祉政策全般について新しい知識・情報の吸収や

＊ 市内や地域に存在する各種関連の福祉厚生施設の設備やサービス内容についての実地見学をした

り

＊ 更に、協働する地域の各種活動団体組織と情報や意見の交換をするなど

研修を受けてコーディネーターとしてのスキルアップを図る必要があるのです。

今回は第三回目、平成１８年度の研修が始まっています。已に５回の日程のうち 9 月２８日、10 月

２６日、の２回は消化し、１１月１６日 ３回目が終わりました。残りの２回は来年 1 月、2 月、に分け

て行われます。 現在、平塚市内七ヶ所の福祉村から３３名の方々が研修に参加していますが、金田福

祉村からは１１名がこの研修を受けています。

毎回、研修の後半に参加者全員を５班に分け、テーマを定めて行われる情報交換のミーティングはメ

ンバーの皆さんが発言されるその中から それぞれが抱える問題解決の糸口やヒントが多く得られるよ

うに思います。

2006 / 11 / 25 
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。
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カゴの編み方はこれまでのサロン活動の中でＩさんに教えていただき、やっと覚えたところでした。

カゴの材料は荷作りに使っているＰＰバンドです。編み方を覚えて、うれしくて、楽しくて、今ではい

ろいろ工夫して編んでいます。

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。

                              福祉村ボランティア 投稿より

2006 / 12 / 01 
一輪挿しの籠作り

ボランティアさんによる一輪挿しの籠つくり講習会を開きました。

材料は荷造り用のＰＰバンドです。 材料は近所の企業を訪ねて頂いてきた、包装用のＰＰバンドの

切れ端です。 それを利用して六つ目編みの小籠を作るのです。 最近のＰＰバンドは大変 カラフル

なってきており、赤、青、白、黒、黄、緑、橙、茶、と色とりどりです。

既にサロンで大分前から先行して試作研究を進めて来ていて、去る、１１月２５日の金田小の秋祭り

支援活動では学童相手にこの手づくり工程の一部を指導して一輪挿しを完成させました。

副会長の Ｉ さんが講師となり、秋祭り支援活動に参加したボランティアさんを助教にして、この日

の為にまとめた 六つ目籠 制作の丁寧な工程説明図をお手本にして下敷きにしながら編み上げていき

ます。

２時間ほどかけて全員が籠を仕上げました。 こうして、福祉村のボランティアさんは活動の為の見

えない原資を蓄積しているのです。

2006 / 12 / 04 
ミニデイ お遊戯発表会参観

福祉村と保育園との交流も始まってから、もう３年以上になります。
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これまでにも、拠点の前庭や公民館のロビー、ホール、和室、調理室などを利用してお年寄りたちと

一緒に工作をしたり、お遊戯、ゲーム、お花見やラズベリー摘み、おいも掘りなどしてきています。

そうした中で逆にお年寄りたちの方が保育園にお邪魔してかわいい園児たちが一生けんめいに演じ

る、お遊戯や体操などを見せていただいて和む日があります。 それが、お遊戯発表会であったり、ま

た、運動会の予行練習参観であったりするのです。

きょうも、福祉村のお年寄りたちが福祉村のボランティアの皆さんといっしょに保育園のほうにお邪

魔して午前中のひと時を楽しく過ごさせていただきました。

小さな可愛い園児たちの熱演にお年寄りたちは目を細めて拍手を送りました。 時には園児たちの歌

にあわせてお年寄りたちも一緒に口ずさみました。

2006 / 12 / 08 
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。

                                            福祉村ボランティア 投稿より

2006 / 12 / 12 
民生委員と福祉村の意見交換交流

  １１月２２日 福祉村ネットワーク委員会主催で “地域福祉の課題発見” をテーマに民生委員と

の意見交換交流会を開きましたが、その時のテープ起こしがやっと終わりました。

この意見交流に地区の民生委員、福祉村の役員、そして長寿会会長など合わせて２１名の方々が参加

して一時間半にわたって熱心に意見交換をしました。
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お互いに自己紹介のあと、１１月１６日に開かれた福祉村コーディネーター研修会で聞いた市内Ｔ地

区のＦ民生委員会長の報告をもとにその研修会場で開いたグループ学習の報告資料を基に意見交換を

致しました。

この意見交換会は現任の民生委員が就任されてから今回で２度目の開催です。

●地域福祉のあり方について日ごろの活動の中から民生委員の方々が感じておられる問題点

●同様に福祉村のボランティアが感じている「お互いの活動の接点と協働」について

●新しく包括支援センターが出来たことによって地域福祉団体の活動対象に変化が見え始めた

●緊急事態に対する支援の即応体制の整備が必要･･･

●地域のボランティア団体は社協でも、体振でも、ＰＴＡ、育成会等すべて福祉団体だと言えるが、

ひとつの組   織で地域福祉の全てをカバー出来るものではない。 地域に存在するいくつもの組織

がそれぞれの目標を達成することによって結果として地域の福祉が万全になるのではないか？

●いっそうの「学童の通学安全と交通安全、更に不審者対策」が必要

●所謂、認知症による「迷い人」について、連絡確認の方法など

以上の項目について具体的な活動事例に基づいた意見交換を行いました。  

2007 / 01 / 01 
新年おめでとう御座います

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”の活動も事故無く 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薬に勝るボランティアさんの毎日のケアの賜物だと思います。

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

日々の連続でした。 多くの方々のご指導ご支援に支えられての活動でありました。

しかしながら、ともすると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 「一番早く年を取るものは何か･･･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に努めていきたいと思います。

いちごの会 会長
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2007 / 01 / 06
午後３時より拠点で今年最初の理事会が開かれました

本来なら今日の午前中はカル・レクを兼ねて金目観音初詣を実施する予定でしたが、低気圧の通過で

朝から強風雨となった為に中止した事を会長より報告のあと議題に入りました。

議題：

１． ２００７年度 年間カレンダー作成に先立って

・今年度の年間計画を策定するのに、予め計画に盛り込む行事などに改善や変更を加える見直し の必

要はないか？

・長寿会との連携行事の開催を盛り込めないか？

・節分会を今年から年間行事として盛り込めないか？

・情報を収集し、技能向上を図るカルチャースクールの運営から、名称を変更してでも、若い人を含め

て気楽に誰でも参加出来て、何か得るものがあるような運営方法は無いか？

・調査・広報委員会報告：

  現在毎月編集している福祉村ボランティア対象の活動当番表の他に、福祉村の存在とその活動内容

の周知徹底を図る目的で地域全世帯配布に『福祉村だより』(仮称)の発行をする事とし、４月第一号  

発行を目指している。

         

２． 第６回定期総会開会に向けて

   

開催予定日を 平成１９年４月１６日（月）とし、それに向けて  諸般の準備を開始する。

  以上の諸項目について内容を検討しました。

2007 / 01 / 07
今年最初の調査・広報委員会が開かれました

会長及び広報委員６名、合計７名出席、席上、委員長よりこれまでの活動報告を行い、今年の課題と

して「福祉村だより」(仮称)の定期刊行を実行したい旨発言し、この事業を具体的にどのようにして行

くかについて全員の意見を纏めました。
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和やかな雰囲気の中で、「福祉村だより」の紙面構成について話し合いました。盛り込むべき記事内

容について、色々なキーワードが沢山飛び出しました。

これに関連して福祉村の現状についての鋭い指摘や福祉村活動はどうあるべきかと言ったことにも

議論が発展し、非常に有意義な委員会となりました。

結論として、「福祉村だより｣第１号は４月発行とし、２月中に構成その他紙面の設計試作を行い、３

月１１日(日曜日)に全員で検討する事になりました。

2007 / 01 / 08
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。

本年口開けのミニデイも順調に滑り出しました。

2007 / 01 / 10
今年初の支援委員会開きました
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＊ 買い物支援活動について、それぞれの場合に合わせた活動内容を策定しました。

＊ 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ました。

2007 / 01 / 16
金田小６年生が地域の通学安全マップを作りました

金田小学校の６年生が各地域の登校班ごとに自分たちの通学路の安全マップを作りました。

これは去年のチャレンジタイムに発表したものですが偶々、これを見た自治会連合会の片山さんが大

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、この日あらためての発

表会となり、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。

体育館の北側と南側の壁面にずらりと張り出された１８枚の模造紙いっぱいに画かれた地図に子ど

もたち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分散して地図ごとに担当した生徒

たちが説明する言葉に聞き入っていました。 熱心な地域の大人たちの質問に生徒も真剣に答えていま

した。

今度は大人達が地域安全確保の為に、このような子どもたちの現状分析の成果をどう生かして行くか

が大切な課題となります。 片山自治会連合会長さん よろしくお願い致します。

2007 / 01 / 19
本年初の入野出向きサロン

もう直ぐ節分です。 泣いた赤鬼と題して鬼の顔を折り紙で折りました。 折った鬼の面を二つ台紙

に貼りました。 作品完成のあと、全員で春の歌を合唱しました。

2007 / 01 / 22
ミニデイ 大きな千切り絵
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模造紙４枚を繋ぎ合わせた畳２枚ほどの紙の中央に画面いっぱいに枝を広げた一本の桜を描き、その

枝に参加したお年寄りたちとボランティアが一緒になって千切った、ピンクやうす緑の紙の花をいっぱ

い貼り込んでいきます。

貼り込みに使う紙は去年の８月、保育園から頂いた給食の牛乳の空きパックを利用して福祉村のボラ

ンティアさん達が暑い日差しの中で作った手漉きの和紙です。 色々な色紙や絵の具などを漉き込んで

あります。

厚手に漉いたこの紙を花びらや木の枝や葉に見立てて千切るとボリュームがあって立体感が浮き上

がります。

紙があまりにも大きいので縦に中央で左右に分けて、左の班と右の班とに分かれて紙の花を貼り重ね

ていきました。

途中で二度ほど左側と右側の紙を並べて見比べ、 左側と右側の枝や花の 色やボリュームなどバラン

スを調整しました。

この作品は３月の公民館まつりに出品されます。

2007 / 01 / 26
今年初の長持出向きサロン

地区にお住まいの９０歳になられる小宮さんが色紙１１枚に「丁亥」「春風生福壽」の語を揮毫され

てお持ち下さいました。 お習字の先生をされている９０翁の書初めだそうです。

サロンに出席されていたお年寄り全員に思いがけないお年玉となりました。 「１００歳まで生きる

んだ」と言われる小宮さんの軒昂たる意気を参加者全員が分けて頂きました。

有難うございました。

2007 / 01 / 29
金田小１年生 正月遊び支援

午前九時半から二時間、金田小学校に出向いて、地域のお年寄りたちが子どもの頃 どんな遊びをし
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ていたのか 一年生の子ども達に実演しながら手ほどきをする事になりました。

この行事は毎年福祉村の支援活動としてこれまでに二年生、或いは学校の秋祭りなどで高学年を対象

に「綾とり」「お手玉」「おはじき」「めんこ」「ビー玉」「こま廻し」「坊主めくり」「カルタ」等昔遊び

の指導を行っています。

今日は一年生を相手に ｢綾とり｣ ｢おはじき｣ ｢坊主めくり｣ ｢めんこ｣ ｢ コマ廻し｣ を指導しました。

予め椅子と机を廊下に出して教室を一面の床とし、みんな床に座ったり立ったり、思い思いに昔の遊び

を体験しました。 「めんこ」や「こま廻し」はコツを覚えるのが大変です。

既に保育園で体験している子、初めて体験する子、 全員、男女を問わず全ての遊びに挑戦します。

それでも良くしたもので、暫くすると、どの子もコツを覚えて格好が様になって来ました。

2007 / 01 / 25
地域福祉コーディネーター研修会 ④

去年９月に始まった平成１８年度の研修会ですが１月２５日に第４回目の研修会が高根台ホームの

研修室で開かれました。 今回は高根台ホーム事業部長 藤井慶子氏から『地域包括支援センターの仕

事』と題してお話を聞きました。 要旨は以下のとおりです。

(１) 地域包括支援センターの設置目的と基本機能

＊多様なニーズに対応する為に総合的な社会資源のまとめと地域の協力が必要である。(総合性) 
＊一度きりの対応で済まない支援活動、ケアのレベルが低下しないように…(継続性) 
＊情報の収集と提供を行い、口も出します手も出します。（地域ケアの中核を目指す）

(２) 「平塚市地域包括支援センターあさひ」がめざすことについて

＊平塚市には８ヶ所の地域包括支援センターがあり、「あさひ」もその一つである。

＊地域包括支援センターは地域ごとに状況が異なっている。(市では共通的基本機構基盤の整備中であ

る。) 
＊その為に月に一度連絡会議をもって平塚市全体で情報共有の努力中である。

＊特に総合的多重的なサービスネットワーク構築に注力中である

＊総合相談と権利擁護について…理解不十分な点がある…例えば

  ・虐待、ＤＶの問題について本人自身の自覚が無いケースが多い。

  ・その人らしい生き方が出来るように残存能力を生かすなら、バリアフリーも時には不要である。

  ・意外に多い高齢者の閉じこもりには傾聴ボランティアの存在貴重…同時にプライバシーの尊重も

  ・情報の扇動に乗り易い高齢者…おれおれ詐欺、クーリングオフ、等… 
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＊地域包括支援センターは何でも相談できる所である。

例えば、防災倉庫の存在と機能について？ 緊急避難について万全か？ ゴミ出しについて？ 消費生活

センターとの連絡、警察・消防との連繋、或いは近所のスーパー・商店や交通機関などあらゆる社会資

源を巻き込んで情報を収集し、発信していく。

＊介護予防マネージメント(ケアマネの仕事)とは複数の専門職と多種多様の職種との連携により、協働

して高齢者の在宅生活を支え地域生活に安心を提供できるようにする。

以上が平塚市における地域包括支援センターの目的と活動についてのお話でした。

私たちの金田地区では豊田敬愛ホームの中にある金田地域包括支援センターとの連携が始まったば

かりです。 確かにお話しの中にもあったように、「金田」と「あさひ」とではかなり事情も違ってい

るようで、その為の「平塚市としての共通的基本機構の整備中」であることも理解できましたが、それ

よりも包括支援センターの活動が介護保険法の改正で従来の要介護の１級２級の対象の人達が要支援

の１級２級に見直されて在宅支援の対象になった事から新しく生まれた地域包括支援センターが、これ

らの人々の在宅支援のために単に介護保険上の資格認定だけでなく正に社会資源を全て活用の対象に

して地域ぐるみで要支援の人々をバックアップするという大きな視点に立っている事が良くわかりま

した。私たちも、もっと視野を拡げて福祉村活動のあり様を考えていく必要があるように思います。

お話の後、施設見学に移りセンター内を一巡しました。

2007 / 02 / 03
節分会とカル･レクウォーキング

「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。

                              コメント：ＭＫさん
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2007 / 02 / 06
「パタパタつくり」金田小学校クラブ支援活動昔遊びの部に参加して

昨年の５月からの計画で福祉村に「昔遊び」を受け持ってくれとの依頼があった。

計十二回で子供達の意見も取り入れてのことである。

独楽、お手玉、ビー玉、竹けん玉など幾つかが上がった。その中からお手玉を作ってそれで遊ぶ、独

楽を作って遊ぶ、十一人中女の子が一人、四、五、六年生である。

当然男の子も糸と針でお手玉を縫うのである。 とても上手である。私達は手助けをしながら完成さ

せる。 何か一つ作るのにも私達は前準備が必要である。 それも大変ですが皆さん良くやってくださ

いました。

最後に今日 ２月６日、 五、六校時の２時間でパタパタを完成させた。 このパタパタも平塚市の

生きがい事業団の祭りにボランティアの有志が作り方を勉強に行ってそれを生徒に教えたのである。

前準備、当日と完成させた喜びがある。 子供達が喜んでくれた。 それが何よりである。  

                              コメント：M.U.さん

2007 / 02 / 09
藤沢市大庭地区市民センターより視察団来村

    

《福祉の介護にかからない人の部分で何か元気な人の助け合いと言うものができないか？》

と、大庭地区の色々な立場の方が９名、金田福祉村に視察に来られました。

《福祉村でも高齢者ができるだけ元気で暮らせるように支援して、介護の専門機関にかかることを出来

るだけ遅らせるための努力をしていますよ。》

と、金田福祉村では 会長、副会長、支援委員長、広報委員長が視察団をお迎えして金田公民館の図

書室で早速、お互いに活動の実際について疑問や経験を真剣に話し合いました。

     

話し合いの後、一行は拠点のサロンと寺田縄の出向きサロンの様子を視察されました。
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2007 / 02 / 12
ミニデイ羽子板を作ろう

    

無地のベニヤ板から切り出した長さ３５センチの羽子板に独楽と追羽根をあしらって梅の花を散ら

した押絵を貼りつけた飾り羽子板を作りました。

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Ａ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きます。 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。

                                コメント：K.K さん

2007 / 02 / 13
金田パトロール隊会議

   

この耳新しいタイトルを皆さんお聞きになったことがありますか？

実は一年ほど前のことになりますが、平成 17 年 12 月 21 日に福祉村のネットワーク委員会が地域の

各種ボランティア団体に呼びかけて通学路の安全確保についての協議会(仮称)を開き、金田小学校に通

う生徒の安全を守る為にはどうすれば良いかを地域の諸団体に呼びかけたことが発端となりました。

この時、福祉村の呼びかけに応じて小学校からは校長先生、教頭先生、通学登校班や生活指導の先生

方をはじめ、防犯協会、交通安全協会、駐在さん、長寿会、民生委員、青少年育成会、小学校ＰＴＡな

ど金田地区の２１もの多くのボランティア団体の代表の方々が集まって通学路と地域の安全確保につ

いて真剣な話し合いをしました。 そして、会議の後、これからは自治会連合協議会(連協)が中心にな

って活動を推進していく事になりました。

自治会連合協議会に引継がれた活動は 年明け早々平成１８年２月１２日の集まりで連協会長より具
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体的な提案がなされて学校と地域ぐるみで行動を起こす事になりました。 各団体が「出来る時に」「出

来る事を」「出来る範囲で」という事で、それぞれの団体が防犯活動の実施計画を立てて申し合わせ、

生徒たちの登下校通学の安全を中心にした見守り活動が始まりました。

福祉村でも

  ①児童の下校時間帯、愛の鐘がなって遊びから帰る時間帯

  ②警戒が必要と思われる地点での見守りを

・曜日で協力できる人、・ポイントで見守る人、

・自転車やバイクで歩きながら見守る人、

等 それぞれに皆で出来る人が協力して活動を続けてきました。

さて、今回の会議は、これまで連協のリードで学校と地域が一体になって実行してきて効果の上がっ

たこの活動を、今後は金田小学校のＰＴＡが中心になって更に安全見守り態勢を充実し、継続的に地域

の諸団体がこれをバックアップして行こうというものでした。

こうして三回目のバトンタッチの後、その名も《金田パトロール隊》という事になりました。

    

小学校ＰＴＡでは毎月１０日を防犯の日として気を引き締め、年に一度、今回のような報告を兼ねた「集

い」を開き、公民館などに掲示板を設置して随時情報発信をするなどして地域の皆さんのご理解を得る

ようにし、学校、ＰＴＡが中心となって「声かけ」を励行しながら活動を続けて行きますが、金田地区

の皆さんにもこれまで通り、《金田パトロール隊活動》についてのご理解と積極的なご協力をお願い致

します。

2007 / 03 / 22
平成１８年度 第５回 コーディネータ研修会

昨年９月２８日「これからの障害保健福祉サービス」と題して始まった １８年度 地域福祉コーディ

ネータプログラムは、この日 第５回目 最終の研修会を迎えました。

福祉政策課 中村主査の挨拶の後、生活福祉課の担当の方から

「生活保護制度の現状等について」と題し、

  ○生活保護制度の概要    

  ○現行生活保護制度に於ける国と地方の役割分担

  ○生活保護の動向    

  ○世帯類型別被保護世帯数の推移

  ○保護費の構図  
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  ○地域別保護率の比較

  ○最低生活保障水準の具体的事例  

  ○住宅扶助特別基準額

  ○生活保護基準の見直しと自立支援  

  ○自立支援プログラム

の１０項目に亘って図表と、統計･グラフと概念図にまとめられた資料と平塚市の行政概要 18 年度版

に拠る生活保護の現況について解説を受けました。

2007 / 02 / 26
タオルで可愛い子犬作り

今日はタオル一枚でつくる可愛い子犬を作りました。一枚の白いタ

オルを拡げ両端から中心に向かって海苔巻きのようにしっかり巻いて

いきます。まいた二本の筒がタオルの中央でピタリと突き合わさった

所でそれを今度は二つに折りながら口と足を輪ゴムで縛って犬の形に

仕上げます。最後にあしの裏と目と耳と鼻などを張り付けます。  

それぞれ持ち主に似たワンワン人形ができました。

今日作ったワンワン人形は３月３日の公民館まつりに出品されます。

引き続き駐在さんと平塚署の交通係の警部補さんによる高齢者の交通安全の講話と紅葉マークの装

着奨励の話と栗田保健師さんの春先にかけての注意しなければならない健康についてのお話がありま

した。

2007 / 02 / 27
ボランティアの心がけについて（カルチャースクール）

今回は入野地区の入野自治会館で開催されました。

始めに金田地区にお住まいの「日本脳外傷友の会」理事長 東川悦子さんの“ボランティアの心がけに

ついて”と題してお話しを伺いました。

東川さんご自身の息子さんが交通事故によって高次脳機能障害者となり、社会復帰までに７年もかか

ったこと、その間の経験を生かすための友の会を立ち上げようと苦心の結果、去年やっと NPO 法人に

なり色々と行政との交渉が始まっていること、 デモに、陳情に、障害者の家族の立場で我が家を事務



- 34 -

所として頑張っていること、 そうした関わりの中から平塚市市民活動センターを知り、「みんなで作

る平塚運動」「段差ゼロフォーラム」などにも参加しているという壮絶でありながら淡々と語られる東

川さんの語り口にいつしか引き込まれていました。

最後の「暇だからボランティアでもやってみよう」では長続きはしない。 「ボランテアは志しある

ものがやるもの 忙しい人がやるもの」と言う感がある。 「一人はみんなの為に、みんなは一人の為

に」を旗印にしてやる事によって自ずから展望が開けてくると言う言葉には全員が共感を持って大きく

うなずきました。

この後、この一年間の福祉村活動の中からボランティアさん達の一人ひとりが活動の中から感じてい

ることや意見を出しあい、 地域活動班名簿の編成の見直しについて参加者全員が地域ごとに分かれて

意見を出しあい名簿の確認と修正を行いました。

地域活動班の編成再確認につづいて「千の風になって」歌唱指導がおこなわれ全員で合唱しました。

2007 / 03 / 03～04

公民館まつりに参加

恒例の公民館祭りが開催されました。

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。

2007 / 03 / 12
ミニデイおまんじゅう作り
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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ーどおりに美味しいお饅

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１０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

たおまんじゅうの味は如何だったでしょう？

2007 / 03 / 29 
平成 18 年度町内福祉村合同研修会

      《安心して暮らせる地域社会つくりのために》

恒例の平塚市と町内福祉村連絡会との合同主催で福祉村合同研修会が平塚市勤労会館の大会議室で

開催されました。

<大蔵平塚市長挨拶要旨> 

『平塚市では ボランティアの人々が助け合い支え合いの精神で、誇りを持って 「出来る人が出来る

ときに出来る事」で支えあうのです。そう言うことを一斉的にやって頂いています』と、どこの町に行

ってもお話しすることが出来ます。それは皆様方が、日々懸命に活動に努力してくださっているからで

あります。 多くの人々に信頼されているのは皆さんのボランティア活動の賜物であります。

先日 “大神 よりきの里” が 8 番目の福祉村としてスタートしましたが、八つの福祉村のボランティア
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の数を合わせると７７０人にもなります。 これほど多くの人々が地域を支えていると言う町は日本全

国どこにもないのではないかと思っております。

皆さんのこうした力が周囲を触発して所謂、地域力・市民力として輝いて、波及して又、新たな力を

生み出していく・・・そういう地域力や市民力が福祉の輪をまた広げるのです。 このような人々が増

えることによって更にまた地域が変わって行くのだと思います。 関わるボランティアさんがお互いに

心を通い合わせて成長していくのだと思います。 活動に携わる皆さんご自身が益々ご健勝で活動くだ

さるよう祈念いたします。 日々の活動本当に有難うございます。

続いて“さわやか福祉財団” 地域ネットワークづくり推進事業プロジェクトリーダー 木原 勇 先生か

ら「地域のふれあい交流とボランティア」と題するお話があり、いま新潟で６００ヶ所以上で行われて

いる「地域の茶の間」運動のビデオが上映されました。

<この日のお話のポイント> 

社会状況がどんどん変わっている

・高齢になったら地域に居場所を持たねばならない

・２０１５年は２０００万人の団塊の世代が６５歳以上になる年

・それに対応して介護の現場が変わりつつある

社会福祉士の業務内容が増えつつある

・地域包括支援センターの新設に伴って成年後見制度にも関わるようになってきた

・社会福祉士も独立して業務が行えるようになってきた

介護福祉士についても変化する

・ヘルパーの仕事は介護福祉士に収斂されていずれ廃止され、新たに介護サポーターが設けられる

・フィリッピンあたりから介護の専門職が日本に導入される

・建設業界や一部のサービス業界のように介護の世界にも外国人が増えてくる

・介護を受ける側の心理状況はどうなってくるのかが課題

在宅と施設の違い（新潟地震の時の例から）

・被災地では極端に言えば全ての住民と施設や行政機関が被害者となる

・混乱を収拾する救急の働き手は周りの市町村や駆けつけたボランティア達の混成の手に委ねられる

・だから、普段からご近所同士の声かけや見守りが確りしていないと救急が後手にまわる事になる

・その上、学校や体育館などに避難した住民の心理・行動パターンは最初の４日間は自己中心的
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・他人や周囲に気配りする余裕が出来るのは避難してから５日目ぐらいからである

・こうした例から言えば現在行われている一般の避難訓練は避難者の為のものとは言い難い

・地域の人がお互いの地域を守る為にしっかりとした情報を持ち合う事がたいせつである

ビデオ上映「地域の茶の間」新潟県の事例より（高齢者の居場所を作るために）

・提唱者は河田珪子さん

・時代とともに家族機能が変わってきた

・家族の居場所が変わってきた

・これまでは一般的にいえば保守的、これまでは序列があって家長を大事にしてきた

・けれども、他人が入ってきてもお互いに変わらない関係をつくりたい（これが動機）

ビデオ鑑賞の後、木田先生のデンマークに於ける高齢者介護の制度について 実際にかの地を視察さ

れた時のお話を伺いました。

<木田先生のお話の後> 

大神地区町内福祉村「大神 よりきの郷」を立ち上げるまでの道のりについて大神福祉村の 茂田 孝

氏よりプロジェクターを使ってくわしい報告がありました。

最後に活動報告として 松ヶ丘地区町内福祉村「みんなの広場」の活動記録 DVD を鑑賞いたしました。

2007 / 04 / 09
ミニデイ 桜公園で園児と交流

  

平成 19 年度最初のミニデイです。 先発のＩさんが朝 9 時半頃から公園の枝振りの良い木の下に場

所を決めてブルーのシートを敷き、風で飛ばないように拠点と直ぐ傍の自治会館から運んだテーブルや

折りたたみ椅子、座布団などを手早く置いて準備いたしました。

その内に保育園の さくら組(年長)さんが先生に付添われて登場します。 やがて 10 時を過ぎる頃、

拠点に集まったお年寄り達が三々五々公園に集まってきました。

お年寄り達もさくらさんも先生も大きく広げたシートの上に大きな円

座をつくって座ります。 今日のミニデイはお年寄り達と園児達の交流で

す。

大きな声で「お早うございます」と挨拶のあと皆で元気よく歌をうたっ
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て交流が始まりました。 特別プログラムがあるわけではありませんがもう何度も交流をしているので

お年よりも子供もお互いに馴染みがあります。

次はお年寄りと園児が互いに房付のバトンの端を持ち合って体操です。   《バトンを使って体操》

「咲いた、咲いた、チューリップの花が」など誰でも知っている童謡を歌いながら持ち合ったバトンを

挙げたり下げたり引っ張ったりして体を動かしました。

今度はお年寄りがバトンをかざしてつくるトンネルを園児達が潜り抜けます。「とおりゃんせ、とお

りゃんせ ここはどこの細道じゃ」みんな「きゃー、きゃー」言いながら大騒ぎでバトンのトンネルを

潜りました。

それから輪投げ遊びをしました。どれこれも全部面白くて みんな大は

しゃぎでした。

←《とおりゃんせ とおりゃんせ》

2007 / 04 / 23
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。

                                 《レンゲ畑で雲雀の声を･･･》

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れんげ畑の

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。
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2007 / 04 / 16
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。

2007 / 05 / 11
寺田縄出向きサロン

参加された高齢者 8名、ボランティア１１名 今日も大勢のお客さんで話が弾み楽しく過ごしました。

毎月第２金曜日に寺田縄自治会館で開かれるこの集いは参加される皆さんが全員顔なじみです。 和気

藹々のうちにお話が弾みます。 ひとしきり談笑の後で思い切り歌集を開いて童謡、小学唱歌、青春の

なつかしのメロディ全員で合唱します。最後にゴムひもを使って体をほぐします。

                                             

《ゴム体操をする皆さん》→

2007 / 05 / 14
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。
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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。

野川前会長：

七国荘出向きミニデイは毎年二回ずつやってきましたが、今日は七回目です。今年は福祉村も役員改

選があり井澤さんが新会長になりました。

井澤新会長：

今日は手違いで遅くなりましたが、この償いはこれからのサービスでいたします(笑い)。
認知症にならないように 体を動かして 今の健康を保ち続けられるように その為に努力をする

のです。宜しくお願いします。 高齢福祉課の栗田さんを紹介します。

栗田保健師：

去年から参加させていただいています。この時期は天候不安定で 暑かったり寒かったりします。 こ

まめに水分補給に努めるように致しましょう。 皆さんの間をまわって血圧測定も致しますのでご希望

の方、健康相談の方はどうぞ御気軽に声をかけてください。

以上挨拶のあと本日の行事に入りました。 プログラム順に紹介しますと以下の通りです。

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。 折からの母の日です。 み

んなニコニコ顔で写真に納まりました。    《花を折るみなさん ２枚》→

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。          

《ボール送りをするみなさん》→

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。
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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： パ・タ・カ・ラ・のあと 昼食

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。 《ハンドベルを演奏するボランティアさん》→

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  《みんなでジャンケン》↑

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。
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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。

2007 / 05 / 18
  入野出向きサロン

毎月第３金曜日は入野自治会館で出向きサロンの日です。自治会館を中心に

ご近所のお年寄り達が集まります。 今日は折り紙で独楽を折りました。三

枚の色紙を使って 出来上がった独楽を皆で一斉にまわして遊びました。

                                   《いっせいにこまを回す》                                              

その後で七国荘でも好評だったハンドベルで「夏は来ぬ」を演奏しました。交代でお年寄り全員にベル

を振ってもらい、合奏の面白さを体験して頂きました。

                《 Ｉ さんの指導で初めてのハンドベル》 →

最後に全員で健康音頭を踊り体をほぐしました。

2007 / 05 / 21
保育園児といも苗植え

今日は恒例の金田保育園の年長組さくらさん達によってお芋の苗を植えま

した。場所は保育園の前にあるＩさんの畑です。この畑の北側の二畝(ふたう

ね）を園児の為に開放して頂いて三日前の土曜日に準備をいたしました。

                           《真剣なまなざしで苗を植える園児たち》↑

朝 9 時半には既にさくらさんたちは一列に並んで１人２本づつ、いも苗を割り当てられて黒いビニー

ルに覆われた畝の前に立っていました。 世話役のＩさんご夫妻、Ｎ福祉村前会長や保育園の関係者た

ちがＩさんの説明を聞いて苗を差し込む園児達の介添えをしました。 １０月のお芋掘りが楽しみです。

2007 / 05 / 28
柏餅とヨモギだんごをつくる

公民館和室の会場には今年の七夕飾りの下がりにする為に福祉村のお年寄り達が作り溜めてきた小

さな手提げ籠がピンクとグリーンの布に無数に縫いつけられて正面の床の間を覆って下げられていま
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す。これから７月の七夕に玖珠球に取り付けられるまでまだ、幾つかの工程

が待っていますが、中々豪華なものになりそうです。

さて、調理室の方では参加されたお年寄りたちが I さんの作ったレシピー

をもとに柏餅とだんご作りに取りかかっています。昔とった杵柄宜しく腕に

覚えの皆さんが手際よく I 会長の指示に従って手を動かします。

    

《今日の献立は皆で作った柏餅とよもぎだんごは向かって右のお皿でデザートになりました。ボランテ

ィアさん心づくしのメインプレートの方は大根の葉のごはん、鯖のみそ煮に焼きねぎ添え、蕗の煮物に、

大根のつけものです》

        

       《食後のひと時をハンドベルに興じました》 →

５月１４日の七国荘の出向きミニデイでデビューしたハンドベルの演奏は

中々の評判で日ごろ引っ込み思案のお年寄りたちの好奇心をそそっているよ

うです。自分でも出来そうだと思わせる何かがあるのではないでしょうか？ そして思い切って挑戦し

てみると案外自分でも出来たと言うささやかな達成感が生まれるようです。今回のデビュー曲「夏は来

ぬ」の次には「蛙のこえ」の演奏準備に掛かるようです。

2007 / 06 / 05
金田小創立１３０周年 航空写真撮影

金田小学校の創立１３０周年を記念して航空写真を撮ることになりました。

学校と PTA の主催で地域の団体にも参加の呼びかけをいただきました。

福祉村でもお年寄りやボランティアの皆さんが参加いたしました。

朝９時半に拠点に集まって学校まで三々五々歩いて学校の校庭に集合いたし

ました。

校庭では既に描かれた校章のランドマークの線上に、それぞれに準備した色画用紙を手にした生徒達が

一列に並んでいました。 先生の合図で色画用紙を頭上にかざします。予行練習をしているうちに北西

の方角から爆音が聞こえて、飛行機の影が見えてきました。 飛行機はゆっくりと校庭を見下ろしなが

ら高度を下げてきます。学校の周囲を左に旋回しながら写真を撮っているのでしょうか？ 何時シャッ

ターを押されたのか地上では分かりません。

その内に先生のうちのどなたかが生徒達の気をそらさない様に「いまから三

枚写真を撮ります」「はい、いま一枚目を撮りました」「これから２枚目を撮

ります」「３枚目を撮りました」「もう一枚サービスに撮ります」等と言いな



- 44 -

がらアナウンスします。校庭の大人も子供も大爆笑でした。

飛行機が飛び去ったあと校長先生と、PTA 会長さんのご挨拶がありましたが今日の航空写真は下敷きに

して参加した全員に配って下さるそうです。

2007 / 06 / 06
金田小３年生 金田福祉村に立ち寄る

T 先生に引率された３年生が社会科の校外見学の途中、福祉村拠点に立ち寄りました。

ちょうどサロンで千切り絵をしたり、手芸をしていたお年寄り達の様子を見学したあと、いま、福祉

村で取り組んでいるハンドベルの演奏をちょっとだけ体験しました。

曲は「蛙のふえ」です。「初めてだ」とのことでしたが、さすが現代っ子です。 全員初めてベルを手

にしたのにもかかわらず、 たった一度の説明で それらしく演奏できたのは驚きでした。

2007 / 06 / 11
ミニデイ 七夕の飾りつくり

市が主催する７月はじめの七夕まつりに備えて、金田地区でも公民館を中

心に七夕飾りの制作に地域の人々が知恵を絞っています。

先週は高齢者学級に参加している高齢者が中心

になって七夕飾りのパーツを作りました。 梱包に

使った廃材の PP 包装バンドを利用して提げ手つきの一輪挿しの篭を編み、

それに包装に使われたビニール袋のフイルムを利用して作ったバラの造花三

輪を挿して仕上げるのです。 一つのクス玉に取り付けて下げられる このバ

ラの手提げ篭はかるく１００個を越えます。

きょうは金田福祉村のミニデイでもこのお手伝いです。 参加される高齢者もボランティアの皆さん

も朝早くから張り切って作業に取りかかりました。 お蔭で一人で二個も仕上げる人もいました。

最後に全員で自分の作品を掲げて記念写真を撮りました。 七夕が終わって自分の作った作品が手元

に返って来るのをみんな楽しみにしています。
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2007 / 06 / 19
「野の花を生ける」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、そして元気が頂けます。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？

                                   ボランティア Ｉ

<福祉村の教室案内> 

福祉村の拠点では最近色々な教室が始まっています。

福祉村が始まって以来、月曜から金曜まで祭日を除いて拠点はサロンとして毎日開放されて来ました。

集まるお客様やボランティアさん達が思い思いに楽しみながらの交流の中から色々な趣味のグループ

が生まれています。

これまでにもパッチワーク教室とお習字教室は毎月一回開かれて来ましたが、これに加えて今回「野

の花を生けよう」「吊るし雛を作ろう」「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。

これからは月一回あるいは月二回拠点に集まってお稽古する事になっています。  因みに

パッチワーク教室 第２木曜日      １３：３０ ～ １５：００

野の花を活けよう 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
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と 現在、五つの教室があります。

2007 / 06 / 23
ＳＣＮテレビ 金田地区の七夕飾り制作風景を取材

《SCN に取材される制作の様子》

７月始めの「平塚七夕まつり」には全市を挙げて七夕飾りつくりが行われます。

国道一号線沿いの商店街が店ごとに“華やかさ”を競い合う超豪華な飾りは全国的

に知られていますが、これと同時に全市の学校区ごとに公民館を中心にした七夕

飾りも中々の力の入れようです。

地区の諸団体、特に高齢者学級や長寿会、各ボランティア団体が協力してアイデ

アを出し合って飾りを作ります。

福祉村でも３年程前からこの活動に参加していますが、ミニデイ

やサロンに集まるお年寄りの皆さんが数ヶ月も前からコツコツと

作る下げ飾りの部品は如何に不用品を再生利用したものとは言い

ながら、サロンやミニデイに参加される大勢のお年寄りやボランテ

ィアさん達の延べ人数と膨大な時間によって実に手の込んだ作品

に仕上がっていきます。

お蔭で地域の七夕コンクールではこの１０年間に都合７回、連続６回の一等賞を受賞しています。今

年も８回目の一等入選を目指して全員が意気込んでいます。今年はビニールフイルムで作ったバラの造

花や、荷作りのＰＰテープを利用した手さげ篭を中心に下げ飾りが制作されていますが、どのような形

でこれが纏められ、吊り下げられるか実に興味津々です。そして今日はその下げ飾りの一部の制作状況

をＳＣＮネットが取材に来ました。

2007 / 06 / 25
ミニデイ 園児と交流コーナー遊び ナパサの取材を受ける

今日は公民館のロビーを利用してお隣の保育園児との交流です。 これまでに何回も交流が続いてい

ますので園児達も雰囲気にはすっかり馴染んでいます。

きょうは最初にボランティアの O さんの本読みです。 それに続いて参加の園児が四つの組に分かれ

て「ケン・ケン・パ」「紙コップで作ったケン玉」「折り紙の独楽」「ボール送り」などゲームやお遊び

をして楽しいひと時を過ごしました。
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この様子はFM湘南ナパサの取材をうけました。以下は公民館のロビーで保育園児との交流風景です。

2007 / 06 / 30 
カル・レク 大船観音とフラワーセンター散策

この日は心配された雨も降らず、比較的好い天気に恵まれました。

以下は参加された N さんの寄稿です。

アバウトなカルレクに参加して：

6 月 30 日、平塚駅 9 時集合、10 分前にはほとんどの人が揃い、9 時 10 分乗車、大船駅下車。

駅舎片隅で U 副会長の日程説明とウォーキングについての注意のあと、駅の傍らの観音山(天神山)に昔

からコンクリート像であった観音さんに行く。

驚くほどに現代的感覚の盛り込められた温容豊かなお姿に感動し、頂上からの眺めを味わいながらそ

の昔、『大船(粟船)がつながれていた、、、』 そんな冗談を聞きながら柏尾川沿いを歩き、路傍で線香の煙

の絶えない怨親平等の碑（玉縄の首塚）前で立ち止り 解説文など眺め 鎌

倉時代の歴史に一寸浸りながら、大船植物園に入園する。

                                     

園内には大勢の人が草花、樹木の造園栽培、温室の熱帯植物、洋ラン、

季節の鉢物などの展示を楽しんでいた。 昼食を園内の木陰豊かな芝生の

上で摂った。

                    《太い三本の喜寿の木の下で昼食を摂る》 ↑

偶然、傍の立ち木の表示を見たら高さ 32.5 メートル。中国原産カンレンボク ＊喜寿の木 と記され

ていた。 よくよく観察すると、３０年前に、ある名のある植物学者から種を頂き、庭の隅で成木にな

り 倒伐した木である。

《折り紙で独楽を折る園児達》《ケン・ケン・パー》《一、二の三、でケン玉遊び》

ボール送りをす

る

インタービュー

を受ける
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不老長寿の木であることを確認し、変な喜びなど味わいながら 仲間のお弁当の御裾分けなど頂戴し

長い昼時間を過ごした。 談笑し 大声を出し 笑いながらリラックスし 平和な和やかな時間が持てる人

ほど喜寿が保てるのかもしれない。

午後は多少の疲労を感じながらも植木と云う場所にある竜宝寺を訪ねた。 広い静寂感のある寺域に

花の盛時を過ぎた牡丹、芍薬の古木が 私たち、アバウトなカルレクのウォーキング仲間を応援してく

れていた。 予定どおり、無事終了出来た。

＊（註：ヌマミズキ科カンレンボク〈旱蓮木〉「喜樹」＝喜寿の木）

2007 / 07 / 05
たなばた飾り吊下げ作業

７月 ５日から ８日(日曜日) まで ４日間、平塚市の「たなばたまつり」が開催されます。

市内各地では一斉に「たなばた飾り」を吊下げられます。

夕方には市から巡回の「たなばた飾り」審査委員が来て全市の「たなばた飾り」が審査されます。

これに備えて 金田地区でも公民館を中心に地域の各団体が協力して準備した飾りを 太い孟宗を数

本束ねた竹竿に吊下げました。

この作業に福祉村からも手の空いたボランティアさんが参加しました。既に準備完了していた飾りを

損ねないように、取り付けられた小部品を調整しながら慎重に吊下げました。

2007 / 07 / 06
ミニデイ たなばた交流会

昨夕の巡回審査で今年も金田の飾りは一等賞を

獲得することが出来ました。 これでこの１０年間

に 通算８回、連続７回の一等賞受賞を達成するこ

とが出来ました。

《吊下げ

前 の 調

整 を す

る》

《下げられた籠のひ

とつ一つに みんな

の丹精が込められ

ています》
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今日のミニデイは飯島地区の出向きサロンと合併し、福祉村のほかに「たなばた飾り」つくりに参加

された地域の高齢者学級や長寿会のお年寄りたちをお招きして開催されました。

８回目の一等賞受賞のお祝いも兼ねて大勢の皆さんが参加してくださいました。

                         （お客様４７名、ボランティア４３名）

公民館の和室とロビーをいっぱいに使って お客様も参加して「ハンドベル

演奏」、「歌の合唱」に続き、軽い昼食を頂いた後、ロビーをいっぱいに利用

して参加者全員が七夕音頭を輪になって踊りました。

踊りの後、全員で公民館の玄関前に飾られた 「たなばた飾り」の前で記念

写真を撮りました。

2007 / 07 / 12
金田小 2 年 2 組 福祉村に見学のため来訪

担任の K 先生と父兄に伴われて課外授業の２年２組の生徒さん達が福祉村を訪問しました。

はじめに井澤会長から福祉村についてのお話のあと、サロンに居合わせたお年寄りと交歓をしました。

← 最初にハンドベルを使って「蛙の笛」、「海」など、３曲の合奏を体験しま

した。 生徒達は曲ごとにベルのパートを交代しては演奏を楽しみました。

← その後、折り紙で金魚を折りました。 最初に兜を折り、それを金魚に変

身させました。 折った金魚はお土産にして持ち帰っていただきました。

ほんのひと時の短い時間でしたがボランティアさんとお年寄りたちと楽しい時間が過ごせました。

2007 / 07 / 18
港地区・大洋中学校防災講習会 参観しました
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港地区では 毎年 港福祉村も参加して大洋中学校の生徒さん達全員が参加する防災講習を実施して

いて 今年で 3 年目になるそうです。

＊1 年生は説明に重点を置いた講習を受け、災害の実感と救援活動のイメージをつくる。

＊２年生はそれに基づいた体験実習として、災害時の救援活動として要援護者の搬送技術を身につける。

＊３年生は災害時に自分を守り、人を助ける自分の行動のあり方を体験するために、モデル人形を使っ

た心肺蘇生法の講習と実技訓練を体験します。

これを支援する講師や指導スタッフは 港福祉村、平塚保健福祉事務所、平塚保健福祉事務所継続看

護連絡会、平塚市社会福祉協議会、市防災課職員、女性防災クラブ･平塚パワーズ、平塚市誘導赤十字

奉仕団、NPO 法人みんなでつくる平塚、湘南海上保安署、県水難救済会平塚救難所、湘南ひらつかラ

イフセービングクラブ（東海大学）などから７２名もの多数のボランティアさんが参加して生徒さんを

指導支援しました。

今年のテーマは 「要援護者の搬送訓練」 です。 この訓練の目的は

１．自然災害に備えることの大切さを理解する

２．災害時、地域で人と人とのつながりを大切にし、お互いに助け合うことの大切さに気付く

３．災害時、自分が出来る救援活動を体験する  

４．要援護者の搬送技術を身につける

です。 以下はその訓練の様子をスナップしたものです。

金田福祉村でも機会があればこのような地域ぐるみの訓練を行う必要があるのではないかと思いま

す。

《毛布を使った搬送

法のデモンストレー

ション》

《視覚障害者誘導

の仕方について説

明 を 聞 く 》 １ 年 生   

←

《視覚障害者誘

導体験をする。講

壇の上に上がった

り降りたり》１年生

←

《三角巾の話を聞く》

１年生

←
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《起震車の体験をする》１年生        《車イスで階段を上がる》２年生

            

《２人で１人を運ぶ訓練》２年生      

《心肺蘇生法ライフセーバーによるデモンストレーション左、とその体験右》３年生

2007 / 07 / 23
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
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ティアさんの手を借りました。 こうして出来上がった金魚は前日から用意されていた畳２畳ほどの大

きさに画かれた丸い池に放されました。 めいめいが自分の折った金魚に糊をつけて貼り付けました。

池の周りには色々な姿態の猫の家族が画かれています。 中々ユーモラスな作品が仕上がりました。

＊肩たたき 折り紙で凝った肩をほぐしました。 「トントントンカラリと肩たたき」と昔の隣組の歌

のメロディを歌って肩をほぐしました。

＊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。

＊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。

＊童謡を歌いましょう 「たなばた」「一寸法師」のあと「千の風になって」

皆で歌いました。

＊食前のお口の運動 チーフコーディネーターの「幸福は口福に通じる、即

ち ご飯を良くかむ、良くしゃべれる、など口が動く事は幸せにつながる」の

お話の後、舌の運動、唾液腺の刺激、こえ出し運動『アイウエオ、カキクケ

コ、･･･パタカラ･･･』と誤飲防止運動をしました。

                     《指導をされる N さん》 →

＊昼食 今日の献立の説明･･･いつもお弁当はボランティさんの心づくしで作られます。

＊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。  《みんな交代でハンドベルを体験しました》 ↑

《金魚を折る》

《お池に金魚が完成》《池に金魚を放す》
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＊カラオケ １時からカラオケが始まりました。声に自信の方たちが自慢の声を披露されますが、希望

者が多く時間が限られている為に一人一曲、歌詞は全節歌わず第二節までのルールで４０分間を楽しみ

ました。

＊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。                    《バトンを使って体をほぐします》 ↑

← 《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

2007 / 07 / 27
長寿会の方々と交流会を開きました

福祉村のネットワーク委員会では かねてより地域の各種団体との交流活

動を展開しておりますが、今回は金田長寿会の会長さんと相談して 入野地区

長寿会の皆さんに呼びかけ、福祉村と共催の形でこの日の交流会を開きまし

た。 長寿会から２６名、福祉村からも役員、ボランティア、サロンに来ら

れる常連さんなど１０数名が参加して賑やかな集いとなりました。

↑《挨拶をする福祉村会長》

この日の催しのために市の高齢福祉課に特にお願いして保健師の桐山先生をお招きし、「遠ざけよう、

認知症！」と題するお話をして頂きました。 「認知症とはどんな病気？」 といった疑問から始まっ

て「健康な物忘れと認知症の物忘れ」など症状の違いとその原因、或いは「アルツハイマー型認知症と

脳血管性認知症」の違いなど易しく解説して頂きました。 転ばぬ先の杖として有意義なお話でした。

お話の後、福祉村ボランティアさんが心を込めたお弁当を頂きました。午後、長寿会会長の司会で交

流会が始まりました。
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長寿会からの参加者が一人ひとり順番に自己紹介をされましたが、皆さんそれぞれに 如何に規則正

しく毎日を過ごす事を考えておられるかを伺い 感銘を受けました。  

もともと長寿会の皆さんは高齢とは云っても まだまだ、足腰はしっかりして居られ旅行やダンス、或

いはペタンク、ゴルフ、ゲートボールなどに積極的に参加される方が多く、どちらかと言えば元気なお

年寄りといった趣があります。

一方、福祉村のほうは 一人暮らしの元気なお年寄り達が 何時までも元気で居られるように、介護保

険のお世話にならないように、早いうちから健康の維持を心がけようとする

ものです。 ですから、福祉村のボランティア達は自分たちの周りに常に気

を配っています。 そういう観点から長寿会の皆さんと顔見知りになり 今の

うちから福祉村の運動にご理解とご賛同を頂くことは非常に有意義な事であ

ると思います。                  

最後に全員でダンベル体操をしてお開きになりました。 長寿会の皆さん

今後とも どうかよろしくお願い致します。 《ダンベル体操をする皆さん･指導は福祉村ボラの N さん）↑

2007 / 08 / 13
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１回目は福祉村のボランティアが地域の高齢者から相対(あいたい)で問い語りの形でお話を伺って

記録に残しました。 第２回目以降はこれと言った高齢者の方に予め 200 字詰め程度の原稿をお願いし

てお話の概要を事前に資料として纏めていただき「集い当日」の資料と致しました。

集いの形式も毎年いろいろとお年寄りの方達が発表しやすいように ある時はパネラーになっていた

だいたり、またある年は司会者の指名によってご自身の書かれた原稿を読んでいただいてそれを糸口に

して話を展開して頂いたりしてきました。

語り継ぐ内容も最初は

「あなたは何処で終戦の詔勅を聞きましたか？」でしたが、

年を経るごとに終戦からさかのぼって関東大震災、金目川や鈴川の氾濫、平塚空襲と広がり、広島での

被爆体験、海外からの引揚げ体験などのほか、戦中戦後の銃後の苦しかった生活談にまで話題が広がり
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ました。

第 5 回目の今年は参加された皆さんが出来るだけ発言の機会が得られるように、参加者のみなさんか

ら終戦前後に関わるキーワードを出して頂き、それを黒板に書き出し、その言葉の一つひとつについて

それぞれ皆さんに発言を促して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。これらの言葉について参加した皆さんから

熱心な発言をしていただきました。

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 N さん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、宣川まで女、子供、年寄りだけの集団で無蓋貨車で逃避疎開し、その翌年、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

た皆さんに状況を理解していただけるように工夫いたしました。

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。

2007 / 08 / 16
七夕祝賀会

連日猛暑が続き、ラジオより流れた今日の一句 「“てにをは”を省き 物言

う残暑かな」に苦笑した日、 ４０.９度！ ７９年ぶりに最高気温が出たとい

う８月１６日の午後、七夕かざり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

ので重宝させていただきたいと思います。

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だし 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 記念に薔薇の花籠を頂き閉会としました。



- 56 -

2007 / 08 / 22
「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 K 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。  

６月に行った手芸教室（第４水曜日午後１時より）「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週もありました。まだ継続して行います。

2007/09/03～06

   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に再生しま

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！     《粉砕したパルプに色をつけて漉く》↑

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。

↑ 《漉いた紙を網戸に貼りつけて天日で乾す》

↑《剥離したパルプを

ミキサーで粉砕する》
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2007/09/10
  十五夜のお団子つくり

先週末 ７日金曜日、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。

     ↑《おいしそうに盛り付けられたおだんご》

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。

2007/09/25
  拠点サロンを開く前のひと時

暦の上で今日は中秋です。 テレビでは関東一円の夜空の晴れを予報していましたのできっと、名月

が期待できることと思います。

真夏のように暑かった彼岸のお中日も過ぎて、さすがに今日は朝からお天気が入れ替わったように涼

しくなりました。

福祉村では 今朝も拠点のお当番のボランティアさんたちが 早くからサ

ロンを開く為に お座敷や前庭の花壇のお掃除や手入れをしています。 拠点

の縁側の庇に立てかけるように張ったネットに這わせた朝鮮朝顔はこの時期

になっても花を咲かせ続けています。

この朝顔の棚のおかげで今年の猛暑がかなり和らげられました。 縁側を拭

いていたＳさんが

「この朝顔の陰に入るとスーッと涼しさを感じる」と感に堪えたように感想を漏らしていました。

花壇に はびこった夏の下草や枯れ草を整理して前庭はすっきりしました。
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2007/10/04
城島福祉村 大島のミニサロンにお邪魔しました

予てより、他の町内福祉村の活動について 毎日ホームページを拝見しながら一度 お訪ねしたいと思

っていましたが、この日、念願がかなって会場の大島自治会館を訪ねることができました。 アポも取

らず、いきなり伺ったのにも拘らず 大歓迎を受け 会場に居合わせた高齢の皆さん方と楽しいひと時を

体験ささていただきました。

この日は市から理学療法士の笠原まゆみ先生が来られていて、最初あたまの

体操と云うことで“秋”と云う言葉から何を連想するかという言葉集めを先生

からひとり一人指名をしたり、また逆にお年寄りの方から手を挙げて答えた

りするゲームをした後、３０分以上かけて入念なゴムバンドを使った体操を

指導されました。

                            《体操の後一息入れる皆さん》 ↑

その後、水分補給のお茶のみ休憩をして引き続き 広告紙を使ったジグソーパ

ズルゲームをしました。 まず、配られたＡ３サイズの広告紙を皆がそれぞ

れに手で半分半分半分と八つに千切り、それを今度は隣の人が元の形に復元

するのです。これは中々面白く会場が大いに沸きました。

    ↑《パズルに興ずる皆さん》

最後にボランティアさん心づくしの豪華なおやつを頂いて解散しましたが、金田地区よりも矍鑠とし

たお年寄りの方々が大勢見えていたのには驚かされました。 大島のボランティアの皆さん、たいへん

有難うございました。 勉強になりました。

2007/10/12  

城島福祉村 城所ミニサロンにお邪魔しました

ここのところ立て続けに城島福祉村のサロン活動を拝見する機会を得まし

た。この日は偶々午後から活動があると云うことで城所貴船神社にお伺いし

ました。

少し予定時刻より早く会場の貴船神社に着きましたが、すでに高齢者をは

じめ ボランティアの皆さん方はすでに境内の清掃を始めておられました。

広い境内いっぱいに散らばった落ち葉をかき集めていました。    《境内のお掃除をする皆さん》     

集めた落ち葉を境内の一隅で燃やしていました。 お掃除の後、ラジオ体操

で体をほぐしてから、今日のテーマである貴船神社の縁起について氏子総代

の関野準一さんのお話を伺いました。

                      《ラジオ体操をする皆さん》 →
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関野さんが調査整理された所によれば、貴船神社の総本社が京都鞍馬にあること、ここ城所の貴船神

社はその全国５００分社の一つであり、且つ、神奈川県内にある１５１０社中でも主たる１１０社の中

に数えられているとのことでした。

更に神社に伝わるこの地区の 近代の古文書から このお宮がもともと鎮座されていた場所から戦争

や震災の影響を受けて現在地に遷座されたことなど色々なお話が飛び出しました。

今日ここに参加されたお年寄りやボランティアの皆さんにとっても おじいさんや曽じいさん達の名

前が載った古文書の存在やその経緯についての史実が判り、それぞれのお家に語り伝えられている事と

の符合や、往時の生活や物価など偲んだ楽しい時間でした。

最後にみなさんが小型のエレクトーンの伴奏で懐かしい小学唱歌や童謡を歌って散会しました。

金田でもこうした形のミニデイやサロンのあり方も中々参考になるのではないかと思いました。

2007/10/10
相模川原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。 朝９時、地区社協の I 会長さんも参加してく

ださって 拠点に勢ぞろいした３０人あまりのボランティアさんたちは足ご

しらえも確りと身支度をして体ほぐしの軽い体操をしてから出発しました。

   ↑ 《出発前、柔軟体操をして体をほぐす》

一方、午前１０時半 現地に自転車や自動車で参加した３人がお花畑を望む

土手の上で仲間の到着を待つうち、ウォーキングの一行は１１時少し前、元

気な姿を見せました。 土手の上から手を振る３人にすぐ、気がついて皆で

手を振り合いました。           《コスモスの花の中を歩くボランティアさんたち》 ↑

合流した全員は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。
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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。

《しあわせ音頭を踊るボランティアさんたち》 →

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。

2007/10/10
大庭先生をお招きして歌唱指導を受ける

恒例の福祉村カルチャースクールです。三ヶ月前の前回は小村先生のご指導で健康体操をしましたが

今回は大庭先生二度目の歌唱指導です。

先生のアコーディオン伴奏で懐かしの小学唱歌や童謡を数曲、参加者全員

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して先生に講

評していただきました。

               《ハンドベルを演奏するお年寄り達》 →

私達のハンドベルは初歩中の初歩の段階ですが先生に褒めていただいて大

いに気を良くいたしました。 つづいて先生ご自身でハンドベルの模範演奏

をしていただきました。 ベルにも音が自然にビブラートするものと手首を

動かしてビブラートさせるものと二種類あることや、これまで自己流でやっ

てきた演奏にたくさんのヒントを頂きました。 最後に先生のオカリナで「千

の風になって」を歌いました。

↑《先生を囲んで歓談をしました》

2007/10/22
  保育園児と交流 運動会の見学

     

          

《お年寄りと手をつないで》     《園児からお土産をどうぞ》         《今日はどうもありがとう》
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このところ祭日と重なってミニデイの行事も９月も１０月もそれぞれ一回しか開催できませんでし

たので、この日のミニデイは９月１０日以来一ヵ月半ぶりのことでした。

実はこの金田保育園の運動会も既に終わっていて今日は特別に園児達が福祉村のお年寄り達のため

に運動会で披露したゲームや演技の再演です。

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本番以上に一段と良く出来ました。

2007/10/25
車イスとシュレッダーの寄贈をして頂きました

地域でおなじみの「スーパーしまむら」こと「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ご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。         金田福祉村「いちごの会」会長 井澤文子

2007/10/23･29

  花壇の模様替えをしました

昨日保育園との交流が終わって今日は拠点の花壇の模様替えをしました。

５年前、金田福祉村の拠点が出来てまもなく、アスファルトで全面舗装され

た前庭の西側のお隣との境界に沿ったわずかな露地部分に板囲いをして土を

盛って巾５０センチ余りの細長い花壇をつくり、そこに毎年花をそだてて来

《花壇の土の入れ替えをするボランティアさん》↑
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ました。 最初、福祉課長のお知り合いから平塚の福祉村に頂いたエラブゆりの球根を植えてその上に

ヘチマの棚を作ったのが始まりでした。 それからは毎年、色とりどりのパンジー、チューリップ、ユ

リ、をはじめ季節の花にいろどられて拠点に来られるお客様達の目を楽しませてくれました。 今日は

この花壇をもっと充実しようと言うことで福祉村の男性ボランティアたちが板囲いを作り直して花壇

の巾を拡げ、そこに新しい土と堆肥を入れました。

２９日午後、市の公園緑地課が配布して下さったパンジーの苗４８株とチューリッ

プとムスカリの球根２００個を植えるのに間に合わせることが出来ました。

《一列に植わったパンジー、見えない土中には球根が 200 個植えてあります》 →

  

2007/10/29  

保育園のお芋ほり

今年５月２１日に金田保育園の園児達が植えたお芋を今日は掘る日です。

黒いビニールシートの下でどれほどの大きさに育っていることでしょう。

今日は偶々お隣りのうねの方でもママの会や福祉村のボランティアさんたち

が園児たちの作業に先立って朝早くからお芋を掘り上げて子どもたちの「う

ね」二つだけを残して足場をつくりました。

                        一列に並んで畝の前に

入場する園児達》 ↑

《先生の説明を聞くのも待ちきれず手が出る？…》   

←

《こんなに大きいのが出てきた!! 》  →

１０時半ごろから保育園のさくらさんたちによるお芋掘りが始まりました。 いつ

もより多いボランティアさん達の助けをかりて園児たちの歓声が上がります。

自分の顔よりも大きい芋を堀上げて目を輝かせる子どもたちに皆ニコニコ顔です。

←《今年の出来も中々良いようです》
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2007/10/30  

クラブ活動で「たけうま」を作りました

ここ二か月ほどの間、福祉村の支援委員会のメンバーと男性ボランティアさんたちを中心にどうすれ

ば短い時間のあいだに、子どもたちに安全に「たけうま」を組み立てさせられるか試行錯誤しながら工

夫して準備しました。

小学校の二階の教室に机を片隅に寄せて作った空間にブルーシートを敷いて竹馬作り体験を希望する

子供たち二十数名とボランティアたちが向かい合って座って作業をしました。 杖竹は予めボランティ

アさんたちが節を合わせて二本づつ、セットに切りそろえたものです。 この竹のセットの一番下の節

のところに木の踏み台を取付けます。 この取付けには電気ドリルと針金を使います。ここの所でドリ

ルと針金の巻き〆にはどうしても大人の力が必要です。

                              

《みんなでブルーシートに座って…》→

                     

←《おじいさんの手元を覗き込む生徒達》                                     

みっちり２時間余りのあいだボランティアさんたちは みんな汗だくになりながら竹馬と格闘しまし

た。 さっそく、中庭では「たけうま」の出来上がったものから “試し乗り” です。 みんな始めてに

しては中々器用なものです。短い時間でしたが、みんな大満足のようでした。

           

《出来上がった竹馬を持って中庭で早速練習する》

＊家に持って帰って子どもたちが安全に乗ってくれますように、よくよく子供たちに注意を促しました。

2007/11/12   

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月一回目の今日は《ぬり絵と体操》
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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。

2007/11/14  

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。 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。                   《手分けして蔓を輪にするボランティアさん》↑

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。

2007/11/16
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。

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
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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「センター とよだ」の現状報告がありました。

それから、五十音順に岡崎、金田、城島の順に各福祉村から現状報告を行いました。

● 先ず、岡崎福祉村からは：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。

● 金田福祉村からは：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。

● 最後に城島福祉村からは：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。

それぞれの発表のあと、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

回りで会場にして交代で会議を持つことになりました。

2007/11/26
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。           《二つに分けた下絵を囲んでみんなの手が伸びます》→

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。

   ↑《二つの部分を合わせてバランスをとります》

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。

          《ほぼ出来上がりに近づきました。今日はここまで》 →

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。
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来年の公民館まつりが楽しみです。

2007/12/03
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に飾って、また来年もこの土台を活かし新たな彩を

添えて再生することになっています。

2007/12/04
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。 大人にとって みんな一度は経験した遊びだと思います。

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打

ち興じ、学校の中庭を歩き回わりました。  
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2007/12/10
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。

2007/12/11
〆飾りつくり

年末になると恒例の〆飾りつくりが始まります。福祉村では創立以来、一連の伝統行事の一つとして

保育園の子どもたちや村に来られるお年寄り達のためにクリスマスのリースとともに〆縄のつくり方

を指導しながら伝えています。

この日は保育園とサロンに来られるお年寄り達のために〆縄を綯(な)いました。 予め水に湿らせて

ハカマをすぐった稲藁を三人一組になって〆を綯います。一人が束ねた藁の根本を確り握り、他の二人

がその束を均等に二つに分けて、互いに「一、二、三」と気合を入れながら声を合わせて捻りながら綯

っていきます。

次に、出来上がったごぼう〆を輪にします。 これから先の飾りつけの

仕上げ工程は保育園(12 月 17 日)とサロン(12 月 18 日)で園児とお年寄り

達の作業に任せます。
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2007/12/13
ある日のサロン風景（作務衣と吊るしびな作り）

このところ福祉村サロンは連日超満員です。 年の瀬が迫って行事が立込み、おまけにその行事の下

準備に色々と手がかかって、それが重なったのが原因です。 けれども福祉村のボランティアさんたち

はそれを楽しんでいるようにさえ見えます。

  

この日のサロンは１０畳のお座敷も４畳半の事務室も台所も全部お客様と

ボランティアさんで一杯になり廊下までも使って大賑わいでした。

今縫っている作務衣はボランティアさんが一月最初のミニデイにこれを着

てお抹茶のサービスをするのだそうです。 吊るしびなは来年三月の公民館

まつりに出品の予定です。

2007/12/17
保育園で注連飾りつくり

１１日に下拵えした注連縄とそれに飾り付ける部品の色々を準備して１７日は保育園に出向き園児

たちにお正月飾りの楽しさを指導しました。

参加したボランティア十名は年長組の桜さんたち２１名の間に入り楽しい会話をしながら注連飾り

を仕上げました。 最後に仕上げた注連飾りを手に持って全員で記念写真を撮りました。

2007/12/18
拠点で注連飾りつくり

つづいて１８日は福祉村の拠点で、お出でになったお客さんとボランティアさんが総出で注連飾りの

飾り付けをしました。昨日の保育園での活動と同じ段取りで作業をしました。

今日は良いお天気に恵まれてぽかぽかと小春日の陽だまりとなった縁側に

シートを広げて各自銘々に自分の〆に自分の思うように南天、松葉、松毬、

水引などをつかって注連縄に飾り付けました。
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                          《縁側で飾り付けをするお客さまたち》 →

2007/12/20
お正月の花を活ける

今日の拠点ではお正月の花を活けるリハーサルをしました。 いつもなら

野の花を活ける集いなのですが、お正月を控えてそれぞれの家庭で活けるお

正月の花をどのようにアレンジするかお稽古しました。

本格的にお正月用の花活けに挑戦した皆さんたちは 思い思いにお正月の花を手にして工夫を凝らし

ました。先生やお友達のアドバイスを受けながら今日ここで活けた形を我が家の床の間で再現して華や

かなお正月を迎えることでしょう。

2007/12/21
平成１９年 納めの入野出向きサロン

平成１９年 納めの福祉村活動は入野自治会館に出向いての出向きサロン

でした。

               《デュエットで歌う O さんと T さん》→

長寿会会長の Ｎさんが用意してくださったカラオケ装置を使わせていた

だいて参加されたお年寄りたちみんなとお手伝いのボランティアさん全員が交代で心ゆくまで時間い

っぱいを使って歌を歌いました。

             《ホットケーキを焼くボランティアさん》→

合間に座敷に用意した二台の鉄板でホットケーキを焼き、それを頂きなが

ら楽しいおしゃべりの時間を過ごすことができました。

2008/01/09
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
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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。

2008/01/18
新年初の出向きサロン

                   

  ←《カルタを取りながら談笑する》

  

《初カラオケを楽しむ入野のお年寄り達》→

平成２０年 初めの福祉村活動は飯島地区と入野地区の出向きサロンで始まりました。

飯島自治会館では全員で大きなカルタ取り、入野自治会館では去年暮れの名残を引継いでカラオケを歌

いました。    

2008/01/21
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》 →
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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。      

            《カルタ取りに興じるお年寄り達》→

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。

2008/01/16
１９年度 コーディネーター研修 第３回

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。
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本当に緊急事態は何時やってくるか分かりませんから･･･

2008/02/12
園児の拠点訪問（園児と交流）

保育園から“さくら組”のお友達の訪問を迎えるため、拠点では数人のボランティアさんが朝から準備を

していました。 １０時きっかり先生に引率された年長の園児たちがやってきました。

お行儀良く履物を縁側の台の上に並べてから座敷一杯に並んで座りました。

膝をつめて座った園児たちの前で恒例の Ｏさんのお話しが始まりました。

  子供たち一人ひとりに話しかけるように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。 ハーモニカが出てきます。Ｏさんが吹きます。 園児たちはど

んな歌が飛び出すのか目を輝かします。

                                         
《 何が出てくるかな? 》→

次にお医者さんの聴診器が出てきました。Ｏさんはご近所の先生から

借りてきたのだと説明しながらユーモア一杯に話しかけます。 園児たちも歓声を上げて聞き入りま

す。

  そのあとでＯさんの指導で「蛙の夜回り」を一緒に歌いました。 歌にあわせて手拍子を加えます

が、園児たちもそれ遅れないようについて最後までしっかり歌えました。

最後に幅約４センチ、長さ４０センチ程に切った模造紙の帯を使って折り紙の万華鏡を作りました。

お年寄りやボランティさんが園児たちの間に入って折り方を指導しました。

  出来上がったドーナツ状の万華鏡をくるっと回転すると違った模様が出てきます。それをおみやげ

に園児たちは元気良く帰っていきました。

2008/02/15
入野 出向きサロン

  

  今回は趣向を変えてお好み焼きとカラオケパーティという事になりました。

毎回、同じようなプログラムでは飽きがくるのではないか？ この辺で何かマンネリを打ち破ることは

できないかと皆でイベント的に盛り上がる方法はないかということです。
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  そこで今回はお客様の手も借りてみんなで一緒にお好み焼きを作ることにしました。

  会場を四つのブロックに分けてそれぞれのテーブルでお客様も一緒

に野菜を刻み、大きなボウルで具材を混ぜました。

            

                 《材料を刻んで混ぜます》 →

  ホットプレートも四つ、みんな一斉に材料をプレートの上に流し込みます。 一度に７枚も焼ける

大きなプレートです。 焼きあがるまでの数分間、プレートの前で楽しい

会話が続きます。 「どの組の味が一番かな？」ワイワイにぎやかにいた

だきました。

                          

             《プレートに７枚並んだお好み焼き》→

  食事のあとはお待ちかねのカラオケです。 今日は特別時間を延長して午後２時まで楽しい時間を

すごすことが出来ました。

２月１８日  ミニデイ 折り紙の吊るし飾りつくり

  この日は３月１日と２日の土・日にわたって開かれる公民館まつりに参加するために、福祉村のコ

ーナーを飾る吊るし飾りを作りました。

             《いっせいに飾りを折るお年寄りたち》→

  集まったお年寄りたちとボランティアたち全員で千代紙や色紙のほか

きれいな包装紙の模様などを生かした紙を使って裃・ふくら雀等を たくさん折

りました。

                   《出来上がった吊るし飾り》→

  

これを吊るし雛飾り のように紙製のリングの四方から垂らしたリリアンの紐に

みんなで一つ一つ糊で貼り付けて固定しました。
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2008/02/21
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９ヵ所の福祉村ボラ

ンティアが集まりました。

                    《始まる前の会場風景》 →

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です：

  ・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。

  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ことは 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

して来られた点でした。

  松下さんは徒手空拳、強い意志を持って無から事業を立ち上げられたのです。

  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、いずれは、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。そのとき『我々にそれだけの覚悟があるのか？』を問われたよ

うな気がしました。

  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
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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。

2008/03/01～02
公民館まつりに参加しました

  福祉村が公民館まつりに参加するのは今年で五回目になります。

  福祉村の拠点でのサロン活動も、年々活発になるとともに内容もそれにつれて多様化されてきまし

た。したがって活動や行事に参加される方々が出品される展示の内容も数も今年は多彩なものになりま

した。

  ２月２９日の午後から会場に作品を運び込んで、みんなで飾り付けをしました。会場の正面から入

って直ぐ右側のコーナーの壁面を利用して突き当たりの壁には“大き

なひまわりの千切り絵”を掲げました。

                 大きなひまわりの絵》 →

  そして右側の高さ約３．５ｍ幅約３ｍの壁一面には福祉村のお年

寄りたちとボランティアたちがミニデイで輪ゴムと割り箸や木の実、

ビー玉、などを使って布を絞って染め上げたスカーフ約８０点の作品が参加者の住んでいる地区ごとに

満艦飾さながらに並べて張り出されました。

            《絞り染めの満艦飾と吊るし飾り》→

期待の吊るし雛と折り紙の吊るし飾りはその満艦飾を張った壁から

約８０ｃｍ離れて吊下げられました。 そうして、“ひまわり”と満艦

飾との間の空いた壁面とテーブルの上には普段拠点に来られるお年寄りたちの手芸作品の数々が所狭

しとばかり飾られました。



- 76 -

  会場に来られたお客様たちは一様に福祉村の飾りに感嘆されました。折り紙の吊るし飾りには『吊

るし雛の折り紙バージョン』だと言って写真に取られる方が大勢いらっしゃいました。

３月６日 １９年度 第４回 コーディネーター研修終わる

昨年１１月１６日に開かれた第１回の研修会を皮切りに、第２回１２月１１日、第３回１月１６日、

そして今回の３月６日を １９年度 の最終回とするコーディネーター研修会が市役所南庁舎で開かれ

ました。

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。 皆さんそれぞれに日頃の活動の中から体験したことを話し合

い貴重な情報と意見交換を行いました。

3 月１０日  ミニデイ お饅頭つくり 園児と交流

金田保育園の年長さんたち２３人が公民館の調理室でミニデイに来られたお年寄りたちと一緒にな

ってお饅頭つくりに挑戦しました。小さな手を動かして中々器用にお饅頭を丸めました。蒸け上がった

お饅頭を皆で頂きました。

                                  

          《みんなで試食楽しいね》      《あんこを丸める園児たち》

３月１５日  「移送サービス」の課題について

岡崎の公民館で「地域」と「市民活動団体」との連携により、地域の課題を解決しようということで、

岡崎福祉村を含む地域のボランティアグループの方々が主催して「移送サービス」をテーマに《ＮＰＯ

ワーカーズ・コレクティブ“笑顔”》の太田正子理事長を招聘してお話しを聞きました。

金田でも年々高齢化が進みこれまでミニデイに元気な顔を見せていた方が段々と足が遠のくという

ことが現れてきています。 その様な方達のためになにか良い手はないかなと思いながらお話しを聞い

てきました。

太田理事長のお話しの中からこれから福祉村活動に取り入れていけそうなヒントが幾つかありそう

に思いました。 早速同席していた市の中村さんと意見を交してお願いをしました。


