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特定非営利活動法人相模原ボランティア協会 ２０１９年度（平成３１年度）通常総会開催
議案すべて承認
財政面での改善計られる
ボランティア不足を解決するには？
去る５月
日（日）午後２時よりあ

じさい会館３階研修室で２０１９年度
通常総会が開催された。司会は小野理
事。吉留副会長の開会の辞で幕を開け
た。髙橋会長は「平成最後で令和元年
年に設立し、今年で

がスタートする節目の年の総会です。
協会は昭和
年目になります。現在協会が抱えてい
る運転ボランティア不足、事務局部門
強化などの問題にも色々提案していた
だきたいし協会に５つある委員会にも
参加していただければと願っていま

名、合計

名、議

す」と挨拶された。資格審査は堀会員
名、委任状

が「正会員１１４名、出席者
決権行使者

名で総会は成立」と報告。議長に恒

署名人２名が推薦承認され審議に入っ
た。
第１号議案 ２０１８年度事業報告は
髙橋会長と町田副会長から、第２号議
案 会計報告は吉留副会長から丁寧な
説明があり、勝部監事から２０１８年
度監査報告が終わると、議長が２案ま
とめて採決し原案通り満場一致で承認
された。

あらい

ぜん ゆ う

２０１９年度役員
荒井 善友 （新任）理事
石関 清美 （再任）理事
（新任）理事

小野 明雄 （再任）理事
加藤 修

（再任）理事

杉本 榮治 （再任）理事
髙橋 功

（新任）理事

ひさし

羽田 彌

（新任）無任所理事

はねだ

大貫 栄

（新任）監事

勝部 幸三 （再任）監事
西本 敬

第４号議案 定款変更については小
野理事が説明。
法人運営の活性化を図るため、役員
の任期を改善（議案書を参照）
第５号議案 正会員会費の納入につ
いて、杉本理事から次のような説明が
あった。
会員の増進を図り入会時の負担を

（質疑）

運
🔶転ボランティアのポイント制度は大
変よい試みと思うが、ボラ協だけで担うの

は荷が重過ぎるのではないか。行政にも負

担してもらえないか？

＊あまり大きく考えず隣の知り合いをち

ょっと乗せてあげるくらいの感覚でまず

はやってみようということです。

説
🔶明がわかりやすかった。ハンディキャ
ブ運行がうまくいかないようなマネジメ

ント体制について引き続き話し合ってほ

しい。

＊引き続き検討していくことになります。

運
🔶 転 ボ ラン テ ィ ア が 集 ま ら な い 理 由
は？ 運転ボランティアを躊躇しないよ

歳以上でも働ける環境が

うなリスク対策は？

＊人手不足で

あることも一因です。もちろん車は保険に

入っていますし、カーナビ、ドライブレコ

ーダーなども搭載しています。なによりお

客を乗せるととても運転が慎重になると

いういいこともあります。

第４号から７号ま

での議案すべて原案

通り満場一致で承認

された。

盛りだくさんの議

案もすべて無事に承

認され令和元年の活

動がスタートする。

—１—

３９

第３号議案 役員の選出は、
役員選出管

軽減するため、入会初年度の正会員
会費を免除する。
第６号・第７号議案 新年度の事業計

（勝部・山崎）

会場の様子

２２

理委員会副委員長の勝部監事から理事

上左から 勝部氏 杉本氏
小野氏 石関氏
下左から 大貫氏 羽田氏
髙橋氏 加藤氏

画と予算については髙橋会長が説明。

６５

２８

名簿が提出され、異議なく満場一致で
承認された。

新役員の皆さん

１９

５６

２５

藤会員、書記に田中恵子会員、議事録

７５

日（土）
、

日（日）

ぼらんてぃあ通信版
ツイッターコーナー
ハンディキャブ運転
大貫 勝夫

私がハンディキャブ運転に関わったのは、ボランテ
ィア養成講座の開催を広報紙等で知り、養成講座を受
講しました。受講後は、ボランティア協会の会員登録
を行いました。ボランティアとして私に出来ること
は、一人で外出するのが困難な方を、当協会所有のハ
ンディキャブボランティア号で援助することです。
利用会員の方の移動手段として、ハンディキャブボ
ランティア号を運行しています。病院への通院・レク
リエーションへの参加・買い物等への移動です。運行
に当たり、行き先を地図等で確認し、目的地まで利用
者の方に心配をかけないように、気を付けて運転して
います。運行予定の時間通りに、自宅への迎え、目的
地への到着時間に間に合うように気を付けて運転し、
余裕を持って行くように心掛けています。
利用者の方を目的地まで送り、用事が済むまで利用
者の方と連絡を取りながら駐車場等で待機し、自宅ま
で送り届けて喜んでもらえ有難うございましたと声
をかけて頂いた時がボランティアをしていて良かっ
たと思います。
まだ仕事をしているのでハンディキャブ運転が出
来るのは、予定が空いている時だけの参加ではある
が、運転をすることが大好きなので元気で運転が出来
るあいだは続けていくつもりです。
当協会所有の福祉車両やボランティアの自家用車
を使用して援助する運転者の方が少ないので、出来る

平栁眞一さんを偲ぶ

西本 敬

日の新春ボウリング大会では、

日に会員の平栁眞一さんが永眠さ

れました。２月

この３月

１０

年から始まったこの会

ダーシップを大いに発揮されました。

加や、寄付募集に奔走され、当日の進行でもリー

た。特に、新春ボウリング大会では、参加者の増

主に交流事業の担当理事として腕を揮われまし

からの６年間は、当協会の理事として参加され、

く、寂しい思いをしました。また、２００９年度

た。ここ数年は、ご病気もあったのか、参加がな

し、アイデアを出し、活性化に貢献されてきまし

員会の中でもリーダーとして、大きな声で発言

れあいフェスタ」において、平栁さんは、実行委

ェスティバル」さらに、その後の現「ほかほかふ

当協会との関係では、
「さがみはらふれあいフ

た。

いう中でも平栁さんは活発に活動されてきまし

ＮＰＯ法人化へとつながっていきましたが、こう

障害児者福祉団体連絡協議会」へ、さらにこれの

安心して暮らせる社会の実現を目指す「相模原市

他の団体とともに、障がいのある人が自分らしく

育、教育など福祉の向上を図る団体です。その後、

は、肢体不自由児者が幸せに暮らせるために、療

会」の会長でした。昭和

平栁さんは、
「相模原市肢体不自由児者父母の

けています。

だけに、驚きとしっくりこない感覚は今も残り続

ながら事実でした。私よりも少しだけお若かった

ので、
「うそだろ！」と思いました。しかし、残念

大きな声で進行をしていただいたばかりでした

１６

５月
晴天に恵まれ、二日とも日中
は暑いくらいだった。模擬店で
は冷たい飲み物がよく売れ、子
供対象のイベントは親子連れで
終日にぎわっていた。ボランテ
ィア協会はパレード、福祉バザ
ー、模擬店に参加した。
【市民パレード】
髙橋会長を先頭に車３台でハ
ンディキャブ活動のＰＲと運転・介助者の募集を呼びか
けた。
【けやき体育館福祉バザー】
手作り品目当てに毎年来てくれる人もいて、売り手と
買い手が再会を懐かしむ場面も。
【模擬店】
組紐実演販売は特に女の子に人気。緑と白のコントラ
ストが若葉まつりにぴったりでしょうと担当の町田さ

Twitter
だけ多くの方の参加を望みます。

—２—

１１

んの話。のりまきもお団子もおいしかったです。
（勝部・三十尾）

模擬店も賑わいました

３９

１２

提供いただいた品物や手作り品が

2019. 5. 28

ぼらんてぃあ通 信

ぼらんてぃあ通 信
№ 450

オジャマシマス

日（金）午後２時から４時までボーノ相模

ラウンジボランティア講座
～ はじめてみよう！
ボランティア２０１９ ～

５月
大野２階にある南区地域福祉交流ラウンジでボラン
ティア講座が開催された。主にラウンジで行われて
いるサロンなどで活動してみたい方を中心に、９名
の参加があった。この講座の特徴は、１部が座学、２
部は実際のサロン等体験、３部は体験報告のまとめ
えなみ

と３部構成になっていることだ。本日の座学は、市
せきの

社協南ボランティアセンターの榎並さん、ラウンジ
あおき

相談員の関野さんが進行した。
ラウンジ運営委員長の青木さんの挨拶で始まり、
「ここには色々なサロンが沢山あります。出会いは
大切だといつも思っています。人それぞれ考え方は

ためにも何か出来ることを
したいなどの様々な思いを
聞くことができた。
ここから本題に入り、配
られた資料をもとに榎並さ
ん、関野さんより丁寧な説
明を聞いた。
＊ボランティアの心がまえ
については
・困っている人を助けたい！ 誰かの役に立ちたい
・社会に恩返しがしたい！
・趣味や特技を活かして楽しく出来ることはないかな
・将来の仕事に活かせる活動をしたい！
・自分の知識や技術を活かしたい！
これらは先に受講生から聞いたことと一致していて、
私も思わず納得する。

何年か前から、肺のご病気で、
「いずれ、酸素ボ

ンベのお世話になるんだ」と言われており、今年

のボウリング大会でも、
「いよいよボンベが迫っ

てきたよ」といったことを言われていましたの

で、
「そうですか、お大事に！」と申し上げたと

ころでした。しかし、声も力があり、お元気そう

でしたので、
「うそだろ！」と思ったのでした。

「いいじゃん、
やろうよ！」
、「それ、
面白いネ！」

といった前向きで大きな声が今でも聞こえてき

そうです。合掌。

験できることに。この間会場内は賑やかになって来

て和やかな雰囲気につつまれた。

最後にボランティアを始めるにあたっての注意

点を聞いた。特に私も気を付けなければと思ったこ
みんなのサロン、コーヒーやさん、ぽっかぽか、日

は連絡をとること。そして悩んだら一人で抱え込ま

ないこと。引き受けた活動の都合が悪くなったとき

とは、聞いた話はたとえ家族といえども他人に話さ
本語教室など、ほとんど毎日なにかしら開かれてい

ずにラウンジや南ボランティアセンターなど、活動

＊このラウンジで行われている活動の紹介

万人を達成した。中には

月には来場者
る。昨年

を紹介してくれた窓口に相談してみるとよい。ラウ

２

-

２

-

ＴＥＬ ０４２

７０１

（植野）

ボーノ相模大野２階

南区相模大野３

＊南区地域福祉交流ラウンジ

寄られてはいかがですか。

祉情報を提供しているので、休みがてら気軽に立ち

ンジは年末年始以外いつでも開いていて様々な福

月４回開催しているものもあり、これはボランティア

めました。楽しくやっています」原さんは「活動をす
る中で自分の経験になかった話を聞けることがうれ
しい。参加者からのお礼のことばは特にうれしい」な
どなど。
次にラウンジと各地区のボランティア活動一覧表

-

３３８８

-

から自分にできそうなものを探して個別に相談に乗
ってもらう。決まればそれぞれの活動日に参加して体
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和やかに相談が行われている

佐々木さんは「２０１６年の講座を受けて活動を始

＊先輩ボランティアさんの話では

さんの理解と協力の賜物だそうだ。

１０

違いますが、私は皆さんに喜んでいただけることが
何より嬉しくて、ボランティアがライフワークにな

高めたい・自分自身の

ィアを経験して自分を

とはないか・ボランテ

ても人の役に立てるこ

たい・体をこわしてい

か・話し相手をしてみ

出来ることはあ るの

で・地域のために何か

て、
・少し暇が出来たの

講するきっかけについ

っています」と伺った。次に受講生から一言ずつ受

すこし緊張ぎみに始まった講座

１１

１０

ぼらんてぃあ通 信

2019. 5.28

［ 植 ］

(

室

ぼらんてぃあ

教

な♡

芸

ほっこり

陶

)

県立相模原公園サカタの
タネグリーンハウス内で
行われている、陶芸教室の
出張型の サービ ス です 。

陶芸の体験として、いくつかプログラムがあリます。
その中でも一番人気なプログラムをご紹介させていただきます。

●植物の化石を作る
①近くの公園などを散策し、参加者自らが雑草を採取します。
（散策できない環境であれば応相談）
② 採取した雑草をきめの細かい粘土に写し取ります。
（葉脈や虫食いや葉の産毛のようなものまでくっきりと写し
取ることができます）
③ 後日、焼成等の仕上げ作業を講師が行い発送されます。

作品つくりのために、様々な雑草を探し出すことにより観察す
る力や植物に対する興味を深めることが目的です。作ることや植
物についての会話をしながら、進めていくことが、より深い体験
となります。子供から大人まで参加が可能ですので、どなたでも
陶芸体験ができます。陶芸は難しいのではないかという方でも、
この機会にぜひ体験してみてください。申し込みは、お電話にて
ご連絡ください。

20

陶芸教室[植]は、中央区相生にある「社会福祉法人アトリエ」の地域貢献事業への取り組み、且つ障がい者理解促進事業の一環としての活動です。

「ぶんちゃん®マークの文盛堂」と地域の皆さまに
愛され創業 62 年を迎えました。昭和 32 年 9 月に
文具・書籍のお店として淵野辺で創業し、昭和 60 年
3 月に現在の千代田で大型駐車場を完備したお店を
スタート致しました。平成 21 年には「相模原お店大賞」、
平成 22 年には「神奈川県優良小売店舗」を
受賞させて頂きました。
昭和から続くロングセラー商品や最新の文
具まで、店舗の商品アイテムは 30,000 点以
上あり相模原市では最大級の品揃えを誇って
おります。2Km 圏内にはデリバリーサービス
でいち早くお客様にお届けするサービスも行っ
ております。
尾作 太一さん
またオフィス家具や複合機・パソコンなど
のＩＴ機器の販売も行っており、弊社営業が
お客様先にお伺いをしてお客さまに合った最
適な商品をご提供しております。
文具が盛える(栄える)という意味を込めて「文盛堂」。
「文盛堂に行けば何でも揃う!」
「文盛堂は仕事が早い
ね!」とお褒めの言葉を頂けるよう地域の皆さまと寄り
添いながら、創業 70 年、80 年、そして 100 年と
社員一同邁進して参ります。引き続きご愛顧の程よろ
しくお願い致します。

令和関連や消費税対策のご相談も受け付けております！！
このページは今号で終了させて頂きます。

－４－

相模原市で活躍する会社紹介
神奈川県知事表彰「優良小売店舗」受賞

株式会社
株式会社

文 盛 堂

文盛堂

代表取締役 尾作 晃 さん
おさくたいち

専務取締役 尾作太一さん（35 歳）
〒252-0237 中央区千代田 6-1-18
電話：042-752-2303
E-mail： bunseido@bunseido.net
ホームページ： 文盛堂 で検索
URL： http://www.bunseido.net

事業内容
オフィス家具・複合機・パソコン
家電・ギフト用品・名入れ用品
印鑑・ゴム印・文具・事務用品全般

植物園カフェ

イベント情報
親子えいご
)
(

日 時：六月二十日 木

ボランティア養成講座

理事会報告

－５－

イベント情報は今号で終了させて頂きます。

午前十一時～午後一時

)
(

)
(

)
(

ぼら通発送

場 所：県立相模原公園・サカタのタネ

13 時

グリーンハウス内植物園カフェ

25(火)

（南区麻溝台一八九九）

ぼら通印刷

内 容：

13 時

バイリンガル子育てに興味はあるけど、

24(月)

何から始めれば良いかわからない。

講座実行委員会

子育てを機に自分も英語を喋れるよう

11 時

になりたい。そんなママたち向けの

22(土)

ワークショップを開催します！

HC 委員会
事務局委員会

プレママも大歓迎！英語が苦手でも

10 時
13 時

バイリンガル子育てはできます♪

15(土)

ち か

傾聴委員会

親子で楽しく英語にふれてみませんか？

14 時

智佳

10(月)

さかぐち

定例理事会

講 師：坂 口

10 時

イングリッシュ代表

8(土)

トニーズ

ボランティア協会６月の予定

五月十九日 日 総 会終了後 理事六名
基礎から専門まで学びたい方はこの機会に！
オブザーバー新任理事三名出席
基礎講座（全３回）
一、報告事項
日時・会場
◆広報委員会
⓵七月 六日（土）午後一時半～四時半
・ぼらんてぃあ通信六月以降の内容検討を行っ
あじさい会館六階展示室
た。
⓶七月十三日（土）午後一時半～四時半
・ホームページ閲覧者数が二千名超える月も多
市民会館二階第二大会議室
い。
⓷七月二十日（土）午後一時半～四時半
◆
ハンディキャブ委員会
あじさい会館六階展示室
・吉留理事担当事項の引継ぎと新体制を定めた。
コース別講座（基礎講座修了者が受講できます） 二、審議事項
☆視覚障がい者への援助
・正副会長は六月一日理事会で互選により正式決定。
外出援 助（五回）九月十日～ 十月八日
・外部会議の担当理事を最終決定した。
午後一時半～四時半、八日のみ十時～正午
・理事会開催日を原則、毎月第二土曜日とした。
音訳ボラ（九回）九月十日～十一月十九日
三、その他
午前十時～正午
・ぼら通六ページのうち理事担当一ページの扱いは
点 訳 （十回）九月五日～十一月七日
継続検討する。
午後一時半～三時半
・昨年度の黄色いレシートキャンペーンの結果は
☆福祉車両の運転・介 助（三回）
例年と変わらず、６万４千円ほど。
七月二十七日、八月三日、八月十日
六月の理事会は
午前十時～正午
臨時理事会六月一日 土 、 定 例 理 事 会 八 日 土
☆高齢者支援（五回）
九月二日～十月二十一日の月曜日、
午前十時～正午（実習日は九～十六時）
☆傾聴ボランティア（四回）
九月十三日～十月四日の金曜日
午後一時半～三時半
内
容
臨時理事会

バイリンガル子育てアドバイザー
対 象：
０～３歳の未就園児とママ・プレママ
費 用：１組２００円（別途ランチ代
+

ベーグル ドリンクセット）

黄色いレシート
キャンペーン

11(火)

６５０円

定 員：十組（先着順）
申込・問合せ先：相模原公園管理事務所

受講料 千五百円
（コース別講座は別途教材費など実費が必要）
問合せ先：相模原ボランティア協会
電話：０４２・７５９・７９８２
申込方法、講座内容などの詳細はチラシ、
協会ホームページをご覧ください。

時 間
10 時

in

電 話：０４２・７７８・１６５３

日
1(土)
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全国的にお天気が不安定だった十連休も終わ
政の見直しに伴う予算縮小、いわゆる様々な事

開始のきっかけは、平成十年代半ば頃の市の財

つりに出展し、自主財源を獲得しながら他の団体と

「 こ の ス ペー ス を 活 用 し て福 祉 関 係 者が 市 民 桜 ま

現在もそうですが、官民協働による地域福祉

事業を始めるにあたり、駐車場の目的外利用につ

り、春から初夏へ季節は移りつつあります。ボ
た新しい季節が始まりますね。お変わりありま
を推進することにおいて、市の財政と市社協の

い ての市と の調整や、 駐 車場利 用 団体への協 力依

の交流を深めることができないか？」と考えたこと

せんでしょうか？ 協会の理事職（無任所選出）

事業財源には非常に密接な関係性があります。

頼、参加団体の募集、現場管理の方法など、今では

業補助金等の一律減額でした。

として５年間、皆様とお付き合いさせていただ

端的に表現すると、市の地域福祉推進方策は市

ランティア協会の皆さま、定期総会を終え、ま

きましたが、今期より本会ボランティアセンタ

のもと、市社協の活動や歴史などを紹介してき

人にやさしいまち さがみはら」のスローガン

さて、「みんなで支え合い 地域の力が育む

で４割の縮減（１年目１割、２年目２割、３年

びにボランティアグループへの助成金も３年間

協への補助金も大幅な減額となり、地区社協並

前述の平成十年代半ばの財政見直しでは、市社

委託金の動向は、実際の活動に直結しています。

ンが行っています。その他テントの調達や運搬、机

市 民 桜 ま つ り 実行 委 員 会と の 調 整 は市 社 協ボ ラ セ

出店に慣れていない団体の負担を軽減する為に、

が始まりでした。

ーの大貫係長と交代することになりました。私

社協を経由し、地区社協、ボランティア団体ま 流れが出来 ていること の様 々な調整事項を手探り
で連動するものであり、ここに係る活動補助金、 で進めていったことを思い出します。

ましたが、最終回の今号では「市民桜まつり、

目１割の縮減）が実施される非常事態になりま

の手配、参加料金の調整等、多くのことをボランテ

（田所）同様、よろしくお願いいたします。

ふれあい・ふくしブース」
（今年は若葉まつりで

した。当時、私はこの事業の担当をしており、

ィアとして職員が担っています。一般ブースへの参
り、胃の痛い毎日を過ごしていたことは辛い記

事業開始当初はこうしたことを参加団体も理解し、

加と比較すると、かなり優遇されている状況です。

協働事業として協力を得られていましたが、最近は

運営方法や駐 車場の利 用等につい ての事前説 明が

やき会館職員や駐車場整理員、市社協職員に向けら

自主財源の獲得と関係者の交流を目的に！

憶です。

ふれあい・ふくしブースの苦しみ

した。
）について触れたいと思います。

多くの関係者からの強い要望との板挟みにな

ふれあい・ふくしブース開始の背景
毎年、市立けやき会館横の公用車駐車場で、

桜まつりの際には「ふれあい・ふくしブース」

と銘打ち、多くの福祉関係団体が出展していま

縮減が避けられないのなら新たな財源獲得の

れることも多く、悲しい思いをしています。特に、

参加者に浸透しておらず、強い口調での要望が、け

活動するボランティアグループやＮＰＯ団体の

手段を！と模索したことの一つが「ふれあい・

す。ボランティア協会をはじめ、市域、地区で

他に、地区社協や地区民児協などが活動ＰＲや

祉 関 係 者 と し て絶 対 に し て は い け な い こ と と 思 い

けやき会館裏の障がい者駐車場への無断駐車は、福
当時、けやき体育館横の駐車場は市が所有し

ます。来年、こうしたことの無いよう、皆様の御理

ふくしブース」の始まりでした。

ます。また、いくつかの団体はこの出店の収益

ていましたが、管理は市社協が行っており、市

財源確保を目的に、様々な展示や販売をしてい
の一部を市社協に寄付して下さり、大変感謝し

田所

解をよろしくお願い い たします 。

市社協

民桜まつり当日も市社協やまちみどり公社、体
した。

育協会等の公用車が置かれているだけの状況で

ています。
さて、この「ふれあい・ふくしブース」
、いつ
ごろから始まったか皆さんご存知ですか？事業

—６－

最 終 回）

（その１４
市 社 協 事 業 紹 介

様々なボランティア活動をなさ
っている会員の皆さまに、その活動

あきら

の紹介や経験したことなどを語っ

わたなべ

ていただくコーナーです。

金継ぎを楽しむ
渡邊 亮

年のこと、
早いもので

ボランティア協会への最初のかかわりは、設立
の準備が開始された昭和

２００４（平成

）年には東京・日本橋にある教 の流儀が成立していったのである。初期の茶道は、現
） 代の侘茶とは違い、ほとんどの道具類が「渡りもの」

）年からは御

年からは町田駅の近くにあるＮＨＫカルチャーセン

損しても替えはない。
戦国時代という時世の荒波も
「名

と呼ばれる舶載品であった。希少で高価な道具類は破

室で入門編を体験、定年退職後の２００９（平成
ターに８年間通い、２０１７（平成

物」たちに試練を与えた。
「金繕い」という補修の技術

埋め、④下地作り、⑤金粉撒きという手順で進めます

金継ぎは、①破片の接着、②欠けの埋め、③凹凸の

めている。しかし、それでもなお「金繕い」に興味が

の日本では、必要とは思えないほどの物質が隆盛を極

るという相乗効果も重要な要素であった。
〈中略〉現代

の知恵であった。
「毒見」の検知が「銀繕い」で得られ

が日本の文化まで高められたのは、歴史の中での人々

徒町にある播与漆行の「漆・金継ぎ教室」に通ってい

度以上で固

ます。

が、漆は「湿度

％程度、温度

まる」という性質を持っています。瞬間接着剤では簡

もたれているのは、今流行の「もったいな

～

単に接着してしまいますが、漆の場合は１～２か月

で今でも瞼に焼き付いて

い」や「リサイクル」とは違う、日本独自

しい壮絶な姿は、感動

年になります。
これまでに理事や事務局長など

に突入し、美しくも悲

の器物を慈しむ心であるに違いない。
」

を記念。最後に大気圏

かかる場合もあり、一つの器を修復するのに６か月

事に地球に帰還したこと

から１年ほどかかります。手間をかけ、苦労して修復

わたる多難な宇宙の旅を終えて、宇宙探査機はやぶさが見

した器には愛着がわき手放しがたくなります。毎日、
マイペースで取り組むことができる点が気に入って

e
b
u
T
u
o
Y
に

星イトカワの表面の粒子サンプルの採取に成功し、7 年に

も務めさせていただきましたが、現在は傾聴活動

きんつくろ

います。
最後に、ご指導をいただいた工芸家の原一葉氏の
著書から「金継ぎの歴史」を紹介させていただきま
す。また、金継ぎに興味が沸いた方は

ある「金継ぎ図書館」をご覧になってください。
「金繕いが流行している。私が初めて「金繕い工
房」を出版した１８年前には、
「金繕い」という言葉
や技術を知る者はごく少数の骨董収集家や茶の湯の
数寄者に限られていた。今や「金継ぎ」
「金繕い」は
知識人の常識であり、メディアでも人気の話題とし
てよく取り上げられている。
〈中略〉修復に漆を用い

途絶え、行方不明になるなどのトラブルの末、見事に小惑

にかかわっています。
きん つ

２９

２０

る歴史は古代にさかのぼるが、
「金繕い」と呼ばれる
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２１

１６

日本独自の漆芸が成立するのは室町時代である。
〈中

2010 年のこの日、世界初の小惑星探査で、途中で通信が

８５

略〉書院造りという正式な空間が決定され、この時代

6 月 13 日。はやぶさの日です。

今回は、ボランティア活動のことではなく、趣
味として取り組んでいる「金継ぎ（金 繕 いともい
う）
」について紹介させていただきます。
近年、
「金継ぎ」がブームになっていますが、金
継ぎとは「割れや欠け、ヒビなどの陶磁器の破損
部分を漆によって接着し、金などの金属粉で装飾
して仕上げる修復の技法」のことで、破損部を漆
で修復した痕跡は「縄文土器」にもみられるそう
です。
室町時代以降、蒔絵などを使う工芸の技術と、
修理した器もありのままに受け入れる茶道の精
神の普及によって金継ぎに芸術的な価値が見い
だされるようになったそうです。
私は陶磁器が好きで「ぐい飲み」の収集をして
いましたが、欠けた口辺を金で補修したぐい飲み

小倉義男

５５

７０

には日本文化の根幹が確立する。こうして茶道など

６月の記念日は？

３８

を図鑑で見て金継ぎを知りました。

小倉画

います。

ぼらんてぃあ通 信
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ボランティアさん募 集 ！
高齢者施設の納涼会のお手伝い
内 容

納涼会で行うゲームの補助等

日 時

７月９日（火）
・１０日（水）
・１１日（木）
・１２日（金）
午後１時３０分～午後３時３０分で、都合の良い日
※ 動きやすい服装でご参加ください

場 所

チャオデイサービスセンター（中央区相模原 4-7-14）

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

会員登録更新のお願い

新年度の会員登録の更新はお済みでしょ

うか？

まだの方はお早めによろしくお願い致し

ます。

《今月のイラスト

…「えい、や！」という声が聞こえてきそう！

お詫びと訂正

ぼらんてぃあ通信４月号の２頁に掲載しま

広報委員

した「記念日」のタイトルを間違えて発行して

しまいました。

誤 「４月の記念日は？」

正 「５月の記念日は？」

お詫びして訂正いたします。

お願い

編集後記

買い物をしていて、近頃はキャッシュ

レスで支払いができるお店が増えてきた

なと実感しています。２０２０東京オリ

ンピック・パラリンピックが近づくにつ

れ、日本もますますキャッシュレス化が

加速しそうですね。私はもともとキャッ

シュレス派なので大歓迎ですが、一つ悩

みが。現金決済時のお釣りで発生する５

００円玉を貯金するのが趣味なのです

（恒）

が、これからは難しくなりそう。へそく

りが貯まらないかも…。

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。
＜４月の寄付者ご芳名＞
西本 敬 様
その他２名の皆様からご寄付をいただき
ました。
＜４月の寄付金＞
総額 ２１，０００円でした。

ボラ協会員数 / 正会員 114 名 ・ 賛助会員（個人）3 名 （法人）1 団体 （5 月１８日現在 ）
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