発行日：２０１9 年（平成 31 年）3 月 20 日

発行：泉区ボランティアネットワーク
No.23

通信
第 10 回ボランティアフォーラム
新装会場は大にぎわい！
年に 1 度、88 団体のボランテイアたちが一堂に
会して楽しむ泉区ボランティアネットワークの最大
のイベントだ。
3 月 9 日にボランティアネットワークが日ごろの
活動の成果を発表し、交流と親睦をより一層の理解
を深めるまつりでもある。特に今年は新装になった
泉ふれあいホーム（相鉄ローゼン M3 階）で行われ
ただけに特別な思いがあった。
午後 1 時、ボランティアネットワークの中嶋光代
会長の挨拶、泉区社会福祉協議会 大貫芳夫会長の祝辞で始まった。4 会場に分かれたが、各コ
ーナーは昨年より奥行きがあり、広さもあって利用しやすくなったのは良かった。正面入り口に
は色とりどりの風船が飾られ親しみがあった。
相鉄線改札口前の構内ではプラカードを掲げ懸命な PR 活動も。点字制作室では「ＱＱの会」
の AED 体験、録音室では「音声訳いずみ」が録音体験をやって人気コーナー。入口に入って最
初の団体交流室は常連の「おもちゃ病院」
「布おもちゃ」
「マミーの手づくりおもちゃ」も相変わ
らず人気スポット。毎回好評のコーヒーと手作りお菓子の店も健在だ。先着 200 人無料のチラ
シも、なんのその 250 人越えの大サービス。コーヒ
ーの準備を朝早くから一人でコツコツ準備してくれた
佃 正美さんには感謝である。
多目的研修室で行われた「踊って健康！」では可愛
い 8 人の子どもたちによる「サザエさん体操」の熱演
に大きな拍手。今回は「日本民謡」
「相撲甚句」など日
本芸能が光った。「民謡」（生童会）は５人による三味
線、尺八、のど（唄）と三拍子そろった演目が良かっ
た。添田（武生）さんの民謡は定評のあるところ。張
りのある美声はアンコールも出たほど。
横浜瀬谷
相撲甚句会の皆さんによる「相撲甚句」は地方巡業で
力士に歌われるものだが、やはりここでも瀬谷区の名
物を取り入れた「甚句」も紹介していた。正調「相撲
甚句」は、普段あまり聞く機会がないだけに関心を集
めていた。泉区にもこういう会が欲しい。
晴天にも恵まれ、第 10 回の祭典に相応しく皆さ
んの協力で成功を収めた。友人の中には、ぬいぐるみ
のマスコットのクマさんを仕上げたり、対面朗読室で CD を制作してもらい大喜び。フォーラ
ムの楽しさを満喫して帰っていった。
（宮田貞夫）
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■グループ活動報告
ドクトル・ベアーズは、
「物を大切にする心」を育み､毎月泉区内 6 ヵ所で
おもちゃ修理の活動をするボランティアグループです。また「子供達が科学・
電気が好きになる」を培う取組活動として、夏休み・冬休み等に工作教室を
不定期開催しています。
昨年 12 月 1 日[土]新橋コミュニティ—ハウスにおいて、冬休み工作教室
を、工作製作しました。 工作品は費
として、
用を抑える為に、100 円ショップで購入できるガーデンライト本体に、7 色
自動点滅 LED と電池ボックスを追加工し、完成させるオリジナル・アイディ
ア品です。最初に、私達の身の回りに照明用として急速に実用化されている LED(発光ダイオー
ド)について、資料とプロジェクターにて簡単に説明し、7 色自動点滅 LED が画期的な部品であ
ることも含んでいます。次に、これらの予備知識を得て、組立てから完成までの手順に従って、
半田コテで火傷等しないように注意深くハンダ付して、全員が問題なく完成出来た品物を持っ
て、記念撮影です。 次回は、夏休み(8 月)に新たな工作品を考えて実施予定を予告して、楽し
みにして頂きたいことを、お伝えして終了しました。
ご協力をありがとうございました。
（佃 正美）

「認知症カフェ」という言葉が、ほとんど知られていなかった
頃（2014 年）、この病気の本当の事や介護する人の悩みや苦し
みを少しでも軽減出来ればと思い仲間達と始めました。なんでそ
んな行動をするんだろう？どうしたらいいのかな？もう辛い……
そんな自分の経験や多くの介護者の想いを集め、少しでも正しい
『情報』が日々の介護の役に立てたらという願いを込めて毎月１
回集まっています。最初の２年半は自宅開放にて。いずみ野地域
ケアプラザが開いてからは移転して、多目的室を使用しています。広くなったので移乗などの
実技、様々な症状の起きる理由を学んだり、薬の事等を勉強しています。困っている事、この
先の不安、参加者でそれを話し合い心の整理をして一歩前に進めるように。介護者もご本人
も、それぞれが自分の人生を大事にできるようにと願って活動しております。 （飴矢 敦子）

和泉第一町内に在住する 65 歳以上の方を対象に、高齢者への見守り活動を進める中で、参加
者からみんなが集まれる場所が欲しいとの提案があり早速検討をし、平成 20 年５月より「高齢
者居場所づくり」がスタートしました。スタート時は民生委員、保健推進員、見守り連絡会の事
業としてでしたが、今は元民生委員さんを代表に町内のボランティア 10 名（男 2、女 8）が毎
週交代で当番をしています。当番は月１回あたりますがみんな楽しくて、当番以外の週もお手伝
いに来ます。おしゃべりでストレス発散をして、
「声をかけてもらって良かった」
「この仲間にな
れてうれしい」とボランティアを楽しんで参加してます。
平成 30 年 5 月には 10 周年を迎え瀬谷区相撲甚句の会の皆さんと楽しくお祝いできました。
また、平成 24 年には横浜市「ぬくもりトーク」事業で、こちらに林市長がおいでになり参加者
や世話人と懇談され、励ましの言葉を頂き大変ありがたく心に残りました。平成 29 年より「特
別養護老人ホーム天王森の郷」さんからの車を利用した「泉サポートプロジェクト」の送迎も始
まり、歩行困難者も参加出来るようになりました。第一町内会をはじめ世話人、そして行政の皆
様のご支援あっての事とあらためて感謝いたしております。
（本郷 守男、中嶋 光代）
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第 32 回 泉区社会福祉大会開催に協力
第 32 回泉区社会福祉大会、盛大
に、無事終了できました！
泉区社会福祉大会が 2 月 22 日に泉
公会堂で泉区社協、共同募金会、泉区
役所の共催で盛大に開かれ、永年に亘
り地域の福祉活動に貢献された方々へ
の表彰式が行われました。
この開催に当たっては、当ボランテ
ィアネットワークのメンバーが来賓や
顕彰者、一般参加者の受付や誘導、来
賓・顕彰者控室での接待、会場内設営・
片付け、総合司会、感謝状贈呈補助な
どを担い、無事終了しました。これら
開催に当たっての協力は、当ネットワ
ークの設立以来続いており、今回で
10 回目となりました。

（江尻

第３２回 泉区社会福祉功労者
泉区ボランティアネットワーク所属の方々が表彰されました

敬称略 （

哲二）

）内は推薦母体

Ⅰ．ボランティア活動功労者
個人

2 名……ボランティア活動を 4 年以上行い、功績顕著な個人

佐々木 秀明
小島

英夫

（泉区社会福祉協会ー泉区災害ボランティア連絡会）
（泉区社会福祉協会ー泉区災害ボランティア連絡会）

団体 １団体……福祉増進のためボランティア活動を４年以上行い、功績顕著な団体
おやこのいばしょタンタン

（泉区社会福祉協議会）

Ⅱ．福祉団体自主活動功労 １８名……福祉団体での活動を５年以上行い、功績顕著な個人
横山 美好 （IZUMI WOODY）

廣瀧 幸惠

（傾聴ボランティア・モモ）

横山 菊代 （NPO 法人あやめ会）

大塚 昌子

（読み聞かせグループ・ひだまり）

稲毛 幸子 （飯田八日会）

北地 みき

（読み聞かせグループ・ひだまり）

田中 賀子 （いずみ布おもちゃぐるーぷ）

歌川 優子

（音声訳ボランティアいずみ）

江尻 迪子 （いずみ布おもちゃぐるーぷ）

梶本 昌子

（音声訳ボランティアいずみ）

角川 恵子 （いずみ布おもちゃぐるーぷ）

小菅 良作

（富士見が丘福祉の会）

三ケ田 博之 （傾聴ボランティア・モモ）

渡辺 真佐子 （おやこのいばしょタンタン）

岸田 ミナコ

（傾聴ボランティア・モモ）

野口 美穂

（保育ボランティアグループ「マミー」）

米谷

（傾聴ボランティア・モモ）

松山 三恵

（保育ボランティアグループ「マミー」）

登
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ボランティアネットワーク 年間計画
運営委員会
一般部会
子育て支援部会
親と子のコンサート
高齢者支援部会
障がい者支援部会
泉区民ふれあい祭り
泉区社会福祉大会開催協力
ボランティアフォーラム

毎月第 1（水）
10 時～（8 月は休会）
4 月 16 日（火）14 時～15 時 30 分
5 月 15 日（水）10 時～11 時 30 分
9 月（日にち未定）
10 月 10 日（木）14 時～15 時 30 分
10 月 18 日（金）14 時～15 時 30 分
11 月 3 日（日） 10 時～終了まで
2 月下旬予定
3 月 7 日（土） 13 時～16 時

■毎年、この季節になると２月の社会福祉大会と３月の「フォーラム」が連続して行われる。
泉区ボランティアネットワークに属する 88 団体が年１回、集まる楽しいイベントと銘打つ大
会だけに「フォーラム」にかける意気込みは大変なものがある。それだけに遣り甲斐がある
し、楽しさも倍加する。やる人、見る人が和やかに参加できる。
■この日の「フォーラム」を楽しみにしている人が多いのも、このイベントの特徴だろう。今
年も、わたくしの友人４人が来てくれた。
「淹れたてのコーヒーや手作りチョコ菓子が美味し
い、無料でいいんですか」「体験コーナーや演目も毎回楽しいからね」
。こういう意見を聞くと
「来年も頑張ろう」という気持ちにしてくれる。
■気象庁は９日（３月）、関東に「春一番」が吹いたことを発表した。たまたまフォーラムの日
だった。春一番は立春から春分の間に吹くやや強い南風のことを指す。今年は昨年より８日遅
かったという。「ボランティアネットワーク通信」も南風に乗って 編集作業が進む。
■30 年間なじんだ平成の元号が４月から変わる。ところで、マスコミ各社が総力挙げて次の
元号を予想している。参考までにⅯ社が挙げた予想は次の 12 案。その中から８案（太字）に
絞っている。
寛禄 監漢 養寛 監徳。
さて、この中に「新元号」があるのか、ないのか。この中にあったかもしれないが、撰者側
は意地で他に変えるかも。
（宮田貞夫）
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■泉区ボランティアネットワークへの問い合わせ・加入申込み■
泉区ボランティアセンター（泉区和泉中央南 5-4-13

泉区社会福祉協議会内）

電 話：045-802-2150 ＦＡＸ：045-804-6042
Ｅmail：izumiku01@yokohamashakyo.jp
泉区ボランティアネットワークＨＰ：http://network.shakyo-iy.or.jp/

