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ほかほかふれあいフェスタ 障害者週間キャンペーン
出演者も観客もともに楽しむ！！

去る 月８日 土( 正)午から２時
三世バンド」で、透
分にかけて小田急線相模大野駅北口の き通る声でボーカル
サンデッキ相模大野にて障害者週間キ の女性がさくらもも
ャンペーンとして、ほかほかふれあい こさんに捧げるとし
フェスタ２０１８冬が開催された。鈴 て『おどるポンポコ

３番目の相模合同チーム（踊り屋Ｍ
ＩＸ・そう舞龍・笑楽）によるよさこ
いソーランのエネルギッシュな踊り
は、天井まで届くほどの大きなフラッ
グが振られ勢いを添えると、踊りは一
層迫力を増し、いやがおうにも通る人
の足を止めていた。
次のヒップホップダンスは小学低学
年、高学年、中学生などがグループで
登場し、キュートな今風な踊りで会場
を盛り上げていた。
最後の出し物は、去年も出演したＴ
ＡＫＵＭＩさんの大道芸だ。３月に高
校を卒業したというＴＡＫＵＭＩさん
は話術も巧みで、２段に重ねた丸い筒

木秀美実行委員長が開会の言葉の中 リン』やクリスマス
で、キャンペーンの意義を話された。 ソングメドレーも演
「 月３日～９日の『障害者週間』に 奏したので、会場は
合わせ、毎年ほかほかふれあいフェス 明るく楽しい雰囲気
タ冬が開催されています。障がい者の に包まれた。
福祉について関心と理解を深め、障が
月９日の『障害

い者が積極的に社会参加する意欲を高
めるために、従来の

者の日』に代わるものとして設定され
ました。この趣旨に賛同された皆様が
本日素晴らしいパフォーマンスを披露
してくれます。どうぞゆっくりとお楽
しみください」
。
最初に登場した
車椅子ダンスは、
乗る人も押す人も
揃いの赤いＴシャ
ツを着て、さざえ
さん、テネシーワ

ルツなどの曲に合わせ、横１線に並ん
だり手を取り合ってくるくる回った
り、掛け声も入ったりして見ている者

の上の板に飛び乗って、ピンを回す芸には

観客はみんな固唾を呑んではたして大丈

夫かなと、はらはらどきどき！ できた時

には拍手喝采だった。

また会場ではキャ

ンペーンとして参加

団体の展示の他、相

模原市の「障害者差別のないまちは」のパン

フレット、関係行事のチラシ等が配布された。

閉会の言葉は髙橋功副実行委員長が「差

別のない社会を目指していきます」と述べ

られた。いつもより寒い一日だったがイベ

山(崎 )

ント会場だけは温かさに包まれていたよ

うだった。

ぼらんてぃあ通信版
ツイッターコーナー

Ｈ・Ｏ

先日、親戚同士の集まりがあり、い

とこ達と久々に会った。背丈も伸び、

子供の成長を感じた。最近では自分の

意志で色んな習い事をしているとの

こと。

私は子供の頃、そういう性格ではな

かったので、自分でやりたいと思って

いるのは良いことだと思います。

さがみはら若者サポートステーション

の方に書いていただきました。若い感覚

の素敵なツイッターですね！

―１―

見事成功！

４０

踊る方も見る方も楽しく
を引きずり込むほど元気よく楽しそう
に踊っていた。

Twitter

１２

２番目に登場したのは、相模原中央

なじみのある曲で、聞きほれました
若者のダンスはキュート！

１２

支援学校の７名の先生方による「銀河

ど迫力に圧倒されました

１２

月

「相手の方を勇気づけるつもりが、自分が元気づけら

ンティア協会で始まった傾聴活動の様子など伺った。

とのこと。活動の年月の長

たが、今はテープが廃止されてＣＤに完全に移行した

ープの吹き込みで、録奉さんに長く御世話になってき

ぼらんてぃあ通信も視覚障がいを持つ読者へのテ

葉がとても印象的だった。

れることが多いですね」シルバー友の会の尾野会長は

さを感じた。活動が始まっ

を手渡され、自身のボランティア活動の体験談やボラ

これを機に片足前へ出して出来ることからスタート

てから平成

周年

しましょうと話された。受講生からは、退職して時間

を迎えられたとのこと、お

年で

が出来たのでカレンダーの空白を埋めたい、傾聴の勉
強をもっとしたい、自分のボケ防止など…。先輩から

めでとうございます。

日の会の定例会にぜひ参加

⑥欠点 ⑦困難 ⑧保守 ⑨創造 ⑩義務

①利点 ②未満 ③普遍 ④単純 ⑤絶対

索アクセス上位

今年最後は対義語 反(対語 ク)イズです。ネット検
位までを並べてみました。

を願ってます。 （小林）

受講生の皆さんのご活躍

は施設で活動するボランティアは外からの風なんで
すよ、あまり気負わずにやりましょう。
活動現場で１人でも、バックにグループがあると困
月

ったときや悩んだときの支えになり、うれしいことも
共有できるので

して下さいと声をかけて修了式は終わった。
（三十尾）

修了証をお渡しします〜
と杉本理事

平成最後のコース別講座 終了！
高齢者支援コース 全５回終了
新たな活動へ踏み出そう！
高齢者支援コースが９月３日
（月）
から始まり
日（月）修了式を迎えた。シルバー友の会の講座

担当としてかかわったのであらましを紹介する。
受講
生３名。
１回目は麻溝高齢者支援センター保健師西川さん
による高齢者の体と心についての講義。
「皆さんはフ
レイルという言葉を知ってますか」 フレイルとは高
齢者の心身の衰えを言い、１つの目安を教わった。両
手の親指と人差指で輪を作り足のふくらはぎの太い
所に回し、指が余ったら足の筋肉が衰えた証拠。スマ
ートでいいわと喜んではいけないそうだ。
（皆さん大
丈夫でした）

年～

覧になってみてください。検索は「サークル

音訳コース
さえずりながら

化活動に関する情報を掲載しています。ぜひご

２回目はリネン交換と衣服の着脱の実技講習。
高齢

報に関するイベントや、障がい者スポーツ、文

日（火）にけやき会館にて相模原市録音奉仕

目的に開発した情報発信サイトです。障がい情

月

さいとう の り こ

会ひばりによる音訳コースの修了式が行われた。
録音奉
仕会・ひばりの会長斎藤教子さんの挨拶の後、ボラン
ティア協会の杉本理事より９名（１名は欠席）の方に修
了証が手渡された。

がい者団体の活動情報を広く発信することを

者施設でボランティアが利用者の着脱の手伝い
（身体
介護）
をすることはないけれど家族の世話をするとき
にも役立つ。
年程前、傾

３回目は傾聴ボランティアの会相模原の瀧川さん
から傾聴活動の実際と基礎を学んだ。

修了式の後は、
「ボランティアのしおり」に沿って、
斎藤さんのリードで受講生と「五十音の歌」
（北原白秋）
の唱和から始まる。
「あめんぼ あかいな あいうえお・・・」
これを聴くと録奉さんのテーマソングみたいだなと思
う。続いて「会員のしおり」に沿って活動の説明があり
数日前に行われた熱海での会員交流会の様子や、
あじさ

「さーくる」は、障がいに関する理解促進と障

４０

い会館四階の録音ブースについてなどを説明された。
斎

情報理解」を入力してね！

聴グループを立ち上げ高齢者施設を中心に活動して
いる経験から、
グループに入って活動することのよさ
を強調された。聞くと聴くの違い、傾聴技法の基本な
ど皆で考えた。
４回目は上溝にあるデイサービス施設で実習の予
定だったが、
受講生が皆欠席したので講座担当者だけ
でデイサービス利用者と２時間余りを過ごしてきた。

４０

１０

http://sagamiharashi-shougai.com

―２―

３０

情報発信サイト「さーくる」

１１

１０

５回目は修了式及びシルバー友の会との懇談会。
受

年」という言

相模原市 障がいへの理解を進める

１１

藤さんのお話の中で「さえずりながら

共にささえあい 生きる社会

１３

２２

講生２名出席。
ボランティア協会髙橋会長から修了証

４０

１５

１１

2018. 12. 18

ぼらんてぃあ通 信

ぼらんてぃあ通 信
№ 445

ボランティア活動グループ訪問記
我が町の百歳体操！

むつみ

やまだあきこ

私が住む中央区由野台は大野北地区にあります。
年１月

日号の広報さがみはらに

１丁目の自治会は 睦 とよばれ自治会員の山田晶子
さんが、平成
掲載された「いきいき百歳体操 みなさんで始めて
みませんか？」の記事に目を留めたのがこの地域の

に映る指導者の声に合わせてイチ、ニイ、サン、シッ

援課から無償貸与のＤＶＤをセットしテレビの画面

上がったところでいよいよ百歳体操。今度は高齢者支

開始の合図。みんなで声を張り上げて歌い気分が盛り

ミングアップしましょう！」と山田さんの元気な声で

にもあるのかもと思っ

の源の一因は百歳体操

いな八重樫さんの活力

が、笑顔で元気いっぱ

もお世話になっている

（小林）

た次第。
歳

歳以上の高齢者のた

と各自声を出しながら体操する。座ってする体操だ。
なぜ椅子に座る？ そうか、

めの百歳体操だからだ。今日の参加者の中には
の男性がおられる。見習わないとね！
準備体操が終わると

＊問い合わせ先
〒２５２ ０
- ２２２
相模原市中央区由野台１
電話（７７６）９１０３
八重樫征子

６
-

５
-
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次はこれも無償貸与の

れました。本当に過酷な自然の中で生き延び

百歳体操が始まったきっかけと伺った。記事を読ん

愛と希望と勇気の日として記念日が制定さ

重錘バンドを巻きつけ

ことが確認されたことから、2 頭を称えて、

筋力運動にはいる。最

たカラフト犬のタロとジロが生存していた

でどうやったら始められるのかと同好の士を集め、

1959(昭和 34 年)、南極に置き去りにされ

大きな感動と勇気を与

①欠点 ②超過 ③特殊 ④複雑 ⑤相対

１月 14 日、愛と希望と勇気の日です。

⑥美点 ⑦容易 ⑧革新 ⑨模倣 ⑩権利

重錘バンド
(重りが片方最大 10 本ずつ入る)

ですね。(o^^o) 小倉画

初は両手首に巻きつけ
て、その後両足首に付
け代えてそれぞれの運
動をする。私もおもり
を貸してもらい握って

みたが結構な重さだ。それが終わるとバンドを外し整
理体操で終わる。テレビを見ながらの百歳体操はここ
分ほど。心地よ

まで。この後、山田さんのまたまた元気な掛け声で整
理運動をして全行程終了。この間

い疲労感を味わい、解散となった。百歳体操だけでな
く年に２、３回自治会館の大掃除をし、英会話も行っ
てみんなと親睦を深めていると伺った。最後に「集ま
る高齢者の中には１人暮らしで不自由をしている方
もおられ、私たち元気な仲間がボランティアをして助
け合っています。そんな集まりになっています！」と
山田さんが話された。輪が広がっていますね！
や え が しせいこ

睦の百歳体操の４グループを統括しているのが睦

小倉義男

６５

自治会の副会長 八重樫征子さん。自治会ではいつ

１月の記念日は？

地域包括ケア推進課に問い合わせ、次に会場となる

時の「睦・さくら」に参加し
る。まずサブ
リーダーの川
島さんがテレ
ビにカラオケ
のＤＶＤをセ
ットした後、
「さあ、カラ
オケでウォー

ていたことで、世間に

場所と映像を映す機材の確保のために自治会と交渉
し昨年の５月に百歳体操グループを立ち上げたのが
名に増えた。１回を

始まり。由野台睦自治会館での開催は大好評で参加
者の数があっという間に
そして「睦・あじさい」
「睦・こすもす」他１グルー

名位にして山田さんがリーダーとなる「睦・さくら」

１０

９０

整理体操
(ふくらはぎのストレッチ)

１５
５０

プの計４グループが月曜日から土曜日までを通して
時～

それぞれ活動している。
木曜日の
１１

た。時間になると８名の方がパイプ椅子に座ってい

筋力運動
(イスからの立ち上がり運動)

４５

２９
１０

えました。素晴らしい

ほっこり な ♡ ぼらんてぃあ
ペンギ ンジャズ研 究 会
(

16

)

ジャズは様々な編成、スタイルがあります。
ペ ンギ ンジ ャズ研 究会で は、 小編 成（二 人 〜
四 、五 人） のコン ボから 、十 七人 編成の ビ ッ
グ バン ド（ ペンギ ンジャ ズオ ーケ ストラ ） ま
で 、ス タイ ルは、 オール ドな もの からコ ン テ
ン ポラ リー なもの まで、 いろ いろ 好んで 演 奏
してます。
ボ ラ ンテ ィア 活動 として は 、依 頼を いた だ
い た日 に都 合のい いメン バー をピ ックア ッ プ
して、その編成で出来るスタイルを演奏。
高齢者施設では、演歌特集も！？
お気軽に演奏依頼お待ちしてま～す！！
過去の訪問施設
エスペランサ相模原
イリーゼ相模原矢部
ツクイ・サンフォレスト相模原
田名老人保健施設 光生
他多数

理事会報告

十二月五日 水( 十)三時半から（理事七名出席）

一．報告事項
◆広報委員会
・ぼら通部会、十二月号の掲載内容について検討。
・情報部会、ホームページのトピックス欄をもっ
と楽しいものにしたいのでご協力を。
・わくわく部会、次号は一月二十六日に印刷発行
の予定。
◆ハンディキャブ委員会
・日本財団の助成決定後の対応について検討した。
◆事務局委員会
・寄付金受入、お礼の掲載記事について検討した。
◆総合企画委員会
・ハンディキャブの今後と法人会計事務について
協議。
◆講座検討委員会
・春講座を三月十九日、オダサガで開催、テーマ
は「終活」
◆傾聴委員会
・傾聴訪問の調整をした。
二．審議事項
◆新春ボウリング大会（二月十六日開催）の準備
状況を確認した。
◆日本財団助成決定後の自己負担支出について
了承し、関連する予算措置について検討した。
◆次年度総会（五月十九日開催）の会場は研修室
とする。
三．その他の検討事項
◆年賀状送付について。
◆電話回線の改修工事について費用を含め了解
した。
次回の理事会 一月九日（水）

－４－

たかし
せきや

2018.12.18

ぼらんてぃあ通 信

問合わせ先

関谷 隆史 さん takashi_tp@ybb.ne.jp

ボランティア協会 1 月の予定

12(土)

13 時

事務局委員会
19(土)

10 時

HC 委員会

21(月)

13 時

ぼら通印刷

22(火)

13 時

ぼら通発送

わくわく印刷
26(土)

事務局年末年始の休み
１２月２９日（土）～１月３日（木）

やました てるまさ

専務取締役 山下 賢 さん(39 歳)

経験を活かしてさらに事業を展開しております。

（公社）相模原青年会議所

E-mail：yamashitam2＠gmail.com

ほっとたいむ

やました まさる

住むことは万人の願い」を実現するため、今までの

日時・場所：
①一月七日 月( ・)二月二日 土( ・)三月二日 土( )
緑区合同庁舎 二階 高齢者交流室
②一月十五日 火( ・)二月六日 水( ・)三月七日 木( )
市民会館 四階 第五小会議室

―５―

③一月十日 木( ・)二月四日 月( ・)三月四日 月( )
南保健福祉センター 二階 情報交換ルーム

電話 042-748-3108

および
アルミニューム製カーテンウォール施行

問合せ先

相模原市南区麻溝台 2-４-１１

アルミニューム製・スチール建具工事全般

富樫

住所：〒252-0328

鋼製建具工事

友知草の会

国際交流委員会 委員長

事業内容

代表取締役 山下 照正さん

最近では地元に根差す企業を目指し、「良い家に

認知症家族会

会社名：有限会社 北東サッシ

施行を主にやっております。

北 東 サッシ

などのアルミニウム製建具工事・カーテンウォール

有限会社

弊社は商業施設や高層オフィスビル、マンション

電 話 ０９０・７８１２・５２５７

れんきょう創立三十周年記念講演
『障がいはひとつの個性』
～共にささえあい 生きる社会～
日 時：平成三十一年二月十七日 日( )
午後一時開場
午後一時半：創立三〇周年記念式典
午後二時～三時半：講演会
講 師：今井 絵理子 氏（参議院議員）
場 所：あじさい会館 一階ホール
参加費： 無料
定 員：当日先着 三〇〇名
問合先： ＮＰＯ法人 れんきょう
電話 ０４２・７５５・５２８２平日十時～十六時
主 催：ＮＰＯ法人れんきょう（任意団体の設立よ
り通算して創立三十周年です）

相模原市で活躍する会社紹介

経営方針

イベント 情 報
防災力アップ講座
日 時： 一月二十九日 火( )
十三時三十分～十六時三十分
場 所：相模原市民会館 第一大会議室
（中央区中央三の十三の十五）
内 容：
①市社協職員による被災地ボランティア
センター派遣報告
②講話「被災地では何がおこっていたのか
～地域の状況や災害ボランティアの動き～」
③グループワーク
「防災力アップ いざという時の備え」
申込・問合せ先：
市社協中央ボランティアセンター
電 話 ０４２・７８６・６１８１
ＦＡＸ ０４２・７８６・６１８２
Ｅメール

定例理事会
ぼら通部会
黄色いレシート
キャンペーン

※ＦＡＸ、Ｅメールの場合は 氏名・
電話番号、お住いの地区をご記入下さい

svc@sagamiharashishakyo.or.jp

⤴

11(金)

13 時半
10 時半
9(水)

容
内
間
時
日

ぼらんてぃあ通 信
№.445

2018.12.18

ボランティア協会員の皆さま、こんにちは！

★ 関東甲信越静ブロックとは
現在、本ブロックには一都十県九政令指定都市

相模原市では多くのボランティアの方々、自治
会、地区社協、民生委員・児童委員の皆さまがそ

社協が加盟しており、その他の法人格を持つ市社

いる地域福祉活動全般について、考え方や新たな取

り組みなどを共有し、実際の活動に繋げるための手

法やプログラムなどを共有しています。

この会議は年二回、春季の部・課長会議と、秋季

れぞれの地区で福祉活動に取り組んでいます。市

例えば大規模自然災害が発生した時などは、現

の担当者研究協議会に分かれます。春の部・課長会

★ 今年のテーマは？

地災害ボランティアセンターの運営支援のために

議では全国社協の基調講演を踏まえ、今年度の協議

協、区社協は、各県・各指定都市社協の所属とし

被災地外の社協職員が派遣されますが、東京都下

課題を整理し、秋の担当者研究協議会で具体の事例

と市社協も、多くの方々のご協力を得て、
「みん

今号では、今年度（平成三十年度）に相模

の派遣職員調整を東京都社協が行うように、各県

等の情報交換を行います。

て活動しています。

原市社協が幹事となり開催された「関東甲信

社協は県下の市町村社協の調整、指定都市社協は

今年度は、春の部・課長会議において「災害時の

なで支え合い 地域の力が育む 人にやさしいま

越静ブロック都県・指定都市社会福祉協議会

区社協の調整を行うこととなっています。その取

相互支援に関する協定」の見直しを行い、総務部・

ち さがみはら」を共通のスローガンとして、地

組織・ボランティア業務担当者会議」につい

りまとめや被災地との調整を行うために関東甲信

課長会議、事務局長、会長会議等を経て、現在協定

域福祉の推進に取り組んでいます。

てお知らせします。

越静ブロックで協定を結び、全国の他ブロックや

の変更について手続きを進めています。
その他の日常の活動として、課題別の会議、情

かおる園長からの報告と、田園調布学園大学 隅河

井やまゆり園 私たちが目指すもの」と題して入倉

秋の担当者研究協議会では基調講演として「津久
報交換の場などを設定し、情報共有を行いながら

★ 組織・ボランティア業務担当者会議とは

告をお願いしましたが、他の地区においても様々な

内教授の解説を受けたのち分科会に分かれました。

相模原市
的には、全国社協 神
→奈川県社協 →
社協という情報共有・事業展開の流れから、

この会議では、今日的福祉課題（ここ数年でい

事業展開が披露され、本市社協にとっても大変参考

それぞれの地区の事業展開の質を高める努力をし

いるのです。

全国社協と連携して、一定の派遣水準を確保して

平成二十二年四月に、相模原市が政令指定
都 市 に な っ た こ と は 皆さ ん ご 存 知 の こ と と
思います。この移行に伴い、市社協も神奈川
県社協の枠組みから離れ、
横浜市社協、川崎市社協と並び、指定都市

全国社協 相
→模原市社協が直接つながり、神
奈 川 県 に お い て は 神 奈川 県 社 協 、 横 浜 市 社

えば生活困窮者支援、地域共生社会の構築などな

となるものでした。

①生活困窮者の自立支援に向けた取り組み ②福

協、川崎市社協、相模原市社協の四社協が並

ど）に関する事業の取り組みや、ボランティアセ

ています。

列の位置づけで情報共有、活動展開を行うこ

ンター、福祉教育など市民や企業、法人との協力

社協として活動することとなりました。具体

ととなりました。同時に、相模原市社協が関

により生み出される事業のありようなどを中心

実りの多い会議となりました。

市社協 田所

初めての開催で右往左往しながらでしたが、大変

れている長野県、横浜市、東京都、千葉市に事例報

けた取り組みの三課題について、先進的な取組をさ

祉施設と地域の協働 ③地域共生社会の実現に向

東 甲 信 越 静 ブ ロ ッ ク に単 独 加 入 す る こ と に

に、情報交換に取り組んでいます。
社協がその理念として、長く取り組みを続けて

なり、本年度、右に記載した会議の当番とし
て、開催することとなったものです。

―６－

（その９）
市 社 協 事 業 紹 介

ぼらんてぃあ通 信
№ 44５

理事のつぶやき
最近の気候と野菜
田 所

雅

作業で退治するのですが、やっぱり生き物の命を奪

が降らなければ枯れるしと大変なことを言い出せば

のような気がします。

感謝して暮らすことは、豊かに生きることの近道

んいただいています。

それぞれに感じられる解放感など、ご褒美もたくさ

うことの辛さ、罪悪感がとてもいやな気持で…。
「虫 きりがありません。でも、作業の合間に眺める丹沢
がつくくらいだから安心しておいしく食べられる。
」 や大山の勇姿、空や雲の眺めや風の心地よさ、季節
などと同居している年寄りは言いますが、一匹一匹
手でつまんで退治している私の心苦しさをきっとわ
からないのだろうな～。嫌だけれどやらないとみん
ら、長女が「お父さん、親戚のおじいちゃんみたい

な青虫に食われちゃうしな～。などとぼやいていた

急に寒くなりましたが、
皆様体調はいかがですか？

歳を超え認知症があり、デ

にナムアミダブツ唱えたら？」と言ってくれました。
私の嫁のお父さんは、

月の上旬まで「今年は暖かいな～」と感じていま

したが、中旬に入りいきなり氷点下近くまで気温が下
私は趣味と実益を兼ねて、畑で野菜を作っていま

気者のようで、本人も嫌がりません。奥さんを早く

性格的にも外出が好きなので、デイサービスでも人

時の開催頃にはすっかり良い天気になった。会場に

第三十一回東林ふくしまつりで
点字体験コーナーを担当して

す。今は大根、蕪の収穫期で毎日同じものが食卓に上

亡くし、実家で長男家族と暮らしていますが、毎日

イサービスに日々通っています。もともと営業職で、

がります。お正月頃が収穫のピークになる、その名も

着くと焼き芋の準備のけむりが玄関前に立ち込めて

日（土）朝方まで降っていた雨もあがり

「正月菜（餅菜とも言います）
」もそろそろ摘み時に

仏壇に向かってお坊さんのようにナムアミダブツと

２７

１０

玉ねぎ、かき菜（のらぼう菜）などが植わっていて、

来春に向けて、スナップ（ク？）エンドウ、そら豆、

で、なべ物などでは重要な「脇役」です。その他では

ました。一年中とれる長ネギも今が一番おいしい時

いのですが、少しだけ心が軽くなったように感じて

ようにしました。勝手な言い草で青虫には申し訳な

を込めて、手を合わせ「ナムアミダブツ」と唱える

近は長女に言われたように「お詫びと感謝の気持ち」

勉強不足でお経の意味は良くわかりませんが、最

も少しずつ増えて来て点字体験にも親子連れや友達

もスタンバイして

時からの開場を待った。来場者

受付を担当してくださるガールスカウトの子供達

私も仲間と準備を整える。

霜対策など意外に気を使っています。

同士２、３人のグループなどで賑わってきた。点字

もう一つ参ってしまったのが「青虫」
。いつまでも

予想以上に野菜の生育が進んでしまい、春先のと
‼
う立ちが心配です。

ますが、今年の秋から冬にかけて気温の高かったこと

が、命を奪うことの辛さや、自然を大切にする気持

は、知らない人が見たら誤解されそうで怖いのです

うです。

体験。車いすに乗ってみると、とても丁寧に扱って

また、車いす・ハンディキャブ号の体験では私も

ているようです。防虫ネットをかけているのにいつの

し、虫も出るし、夏は暑いし冬は寒いし、水路の組

畑はちょっと手を抜くとすぐ草ぼうぼうになる

みてとても参考になった。

張って行わなければならないなど、実際に体験して

てから動かす。段差を優しく乗り越えること。体を

もらって乗り心地満点。車いすの扱い方は声を掛け

上げた。

には点字で出来たアンパンマンの絵としおりを差し

気温が下がらなかったので、モンシロチョウがひらひ

ちを意識して、日々を過ごしていけることに感謝し

間にか卵を産み落とされて。私の畑でやられているの

合の役員は回ってくるし、台風にはやられるし、雨

（植野）
は、葉物とブロッコリー。殺虫剤は使えないので手

夫婦そろって畑でナムアミダブツと唱えている姿

ら舞って、
青虫による食害があちらこちらの畑で起き

ています。

ここに来て気温が下がったので、もう大丈夫と思い

います。どうやら私の嫁も、同じようにしているよ

く動いていて気分も高揚する。点字体験を担当する

いて、通路の両側は模擬店の準備などで皆さん忙し

月

なり、
青梗菜と合わせて葉物野菜がおいしくなってき

がる日がありました。

９０

唱えています。

１０

で自分の名前や学校名などを打ってみる。おみやげ

１０
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１２
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ボラン ティ アさ ん募 集 ！
デイサービスの日課活動のお手伝い
内 容

レ ク リ エー シ ョ ン の 補 助 、 お茶 出 し 、 ド ラ イ ヤ ー が け な ど

日 時

火・木曜日

場 所

デイサービスセンターみたけ（中央区下九沢９８０）

午 前 10 時 ３ ０ 分 ～ 正 午 ま で （ 月 １ 回 ～ ）

連絡・問い合わせ先
相模原ボランティア協会あじさい連絡所 ： 電話 ０４２（７５９）７９８２
相模原市社協 中央ボランティアセンター： 電話 ０４２（７８６）６１８１

《今月のイラスト

やって来るかな！》

…今年もサンタさんは

ご寄付をありがとうございました。
皆様のご寄付は当協会の運営に有効かつ大切に使わせてい
ただきます。
＜１１月の寄付者ご芳名＞
島内吉文 様

南ボランティアグループ 様

５０００円以上のご寄付はこの他に５名の皆様から、
その他１０名の皆様からご寄付をいただきました。
＜１１月の寄付金＞
総額１４１，５９０円でした。

事務局は 月 日 土( か
)ら
１月３日 木( ま
) でお休みとなります。

新年は１月４日 金( か
) ら業務を開始します。
よろしくお願いします。

月から、ベテランの守屋和郎さん、田中す

１０

ＮＥＷ庶務スタッフさんの紹介

今年の

ずみさんに、新しく田中恵子さんがお仲間になられま

編集後記

年も終わろうとしています。

した。よろしくお願いします。

平成

今年は数々の災害に見舞われいまだに不自由な生活

を強いられている多くの方々がおられます。

良いニュースもありました。ノーベル賞の受賞があ

りましたし、スポーツは心躍ることが沢山あり大いに

楽しませてもらいました。

又、政治に関しては、何件もの法案が審議不足のま

ま可決されました。来年は消費税が…。先行きが不安

です。

（い）

だからこそ来年は平穏で、幸い多き年でありますよ

うにと心から願っております。

今年もぼらんてぃあ通信のご愛読ありがとうござい

ました。来年も面白い紙面づくりを目指して頑張りま

広報委員一同より

す。よろしくお願いいたします。みなさま、良いお年

をお迎えください。

３０

事務局からの
お知らせ

１２
２９

ボラ協会員数 / 正会員 114 名 ・ 賛助会員（個人）3 名 （法人）1 団体 （12 月 10 日現在 ）
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