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  新年度、「モモ」の代表が変わります 

萩原明美さんから三島教子さんへ       

《三島教子新代表の挨拶》          《萩原代表が２月末モモを退会》 

この度、萩原代表から傾聴ボランティア・モモの代表

を引き継ぐことになりました。 

２００７年第１期生として養成講座を受講したときには、

わたしがモモの代表になることは想像もしておりませんで

した。設立された４名の方々、そして今日までご理解、ご

協力してくださった方々への恩返しと思い精進してまいり

たいと思います。 

５月には第７回傾聴ボランティア養成講座が始まりま

す。新しい会員と共にモモのしおりにあるようにボランティ

ア仲間と支えあい、励まし合いながら活動を続けていき

たいと思っております 

２月末萩原代表より体調不良のため、モモを退会し 

たい旨の申し入れがありました。 

役員会で検討し、とりあえず副代表の三島教子さんを

代表代行とし、新年度より正式に代表とする事といたしま

した。 

萩原明美さんは傾聴ボランティア・モモの創設者のひ

とりで２０１２年からは徳増静子さんに代わり２代目代表と

してモモを牽引してきました。 

特に力を入れていた個人宅での傾聴活動もようやく軌道

に乗り出したところでした。 

一刻も早いご回復をお祈りいたします。 

 

 

第 29 回泉区社会福祉大会でモモの会員３名が表彰 

２月２７日（金）、泉公会堂で開催された第 29 回泉区

社会福祉大会で、戸谷真理さん、小林治美さん、高橋

雪子さん（写真右から）の３名の方々が〈福祉団体自主

活動功労〉の功績顕著な

個人として、表彰され、横

浜市泉区社会福祉協議

会大貫会長及び泉区下

村区長連名の感謝状を

授与されました。 

過去、傾聴ボランティ

ア・モモは、第２５回大会

においてボランティア活動

功労の団体表彰を受けて以来〈福祉活動を５年以上行

い、功績顕著な個人〉として、モモの会員が、毎年表彰

を受けています。会員の活動が泉区内、に根付いてきて

いる表れと思います。 

尚、当日は運営スタッフと

して、来賓者受付を小室ミツ

エさん、三島教子さん、高橋

千鶴子さん、町田洋子さん、

大石訓代さん、尾中教枝さん、

三ケ田博之さんにご協力いた

だきました。 

                         三島教子さんの作品                   

 

 

◇私たちは、相手の方の話を、ひたすら聴き、そのまま受け入れ、 

その方の心に寄り添います。ともに充実した時間を過ごせること 

を目指しております。また、お聴きした話は、いっさい他の人に 

は話しません。 
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《3 月の勉強会》    『私の傾聴活動と体験談』    講師：前田房子さん 

平成 28 年 2 月の勉強会はＮＰＯ法人ビーイング久里浜の代表で、グループみみのお一人として養成講座

や勉強会で大変お世話になっている前田房子さんに、『私の傾聴活動と体験談』と題する講義を受けまし

た。盲養護から始まった前田さんの傾聴ボランティア活動の体験記をお聞かせいただきました。 

特に盲養護にも関心が起き、前田さんのお話しを改めて掲載させていただきます。 

 

平成 2 年、身内が認知症になった時に傾聴を知

り、勉強を始めました。折角勉強したのだから、

横須賀で傾聴活動をしようと思いました。 

いくつかの高齢者施設を訪ねても、施設の方が

傾聴というものを理解できず、施設からなかなか

受け入れていただけませんでした。そしてやっと

傾聴活動を受け入れてくれた施設での体験談で

す。初めて担当したところが「盲養護」、養護施

設でも目の不自由な人たちが 50 人位いらっしゃ

ったのです。そこの手伝いをしながら、1 か月ほ

どして傾聴ボランティアをしても良いというこ

とで始まりました。暫くはどの人に声をかけて良

いのか分からない、そういう状態だったのですが、

お二人の方との傾聴が始まりました。 

 一人目はＴさんという 80 歳の男性で、ベット

の上にはきちんと毎日たたむという布団が置か

れていて、その横にハーモニカが3つありました。

「ハーモニカをなさるんですか」と尋ねると、6

歳の時盲学校に入るのに、親が寂しいだろうと言

って買ってくれたそうです。そして「前田さん聞

いてくれるか」と言って「ひな祭り」「荒城の月」

「好きな人」の 3 曲を吹いてくれました。私は、

その都度拍手しながら涙が出てきました。澄んだ

音色とＴさんの顔の表情、色が白くて穏やかで、

優しくて、胸が熱くなりました。それからまた 3

曲、今度はＴさんが目を拭いています。二人だけ

のこの部屋が熱く、柔らかな雰囲気で、時間を忘

れ、「あー行かなくては。Ｔさんまた聞かせてね」

ということでお別れしました。 

もう一人の方は 1 か月もかかってようやく話を

する事が出来たのです。盲養護なので目が見えな

い上に、聞くことも出来ません。初めて戸を叩い

て、開けて、声をかけても知らん顔です。駄目か

な、難しい人なのかなと思いました。次の週にも

う一度訪問しました。でもやはり駄目です。それ

で職員の方に尋ねたら、「肩を叩いて、左手に字

を書かなくては」と教えていただきました。 

次の週に今度は肩を叩きま

したら、「誰！」と振り向い

てくれたのです。言葉は出る

んです。「アー良かった」、手に字を書かなければ

と急いで自分の手に「こんにちわ」と書いて見せ

たのです。見えるわけはないですよね。後ろを向

かれてしまって、知らん顔です。その後、留守の

時とかタイミングのこともあり少し間が空きま

したが、今日こそはとノックして、心を落ち着か

せて、肩を叩いて彼女の左手に書き始めた途端に、

今度は「カタカナで書いて」と怒鳴られてしまい

ました。それから必至で字で語りかけました。い

つの間にか両手はお互い握ったまま。彼女はニコ

ニコしながら「来てくれてありがとう、いつも一

人だから」「私は幾つに見える」「あなたは幾つ、

エー、そう、いつもここのホームにいるの？」と

いう風にいろんな質問をされて、その都度、手に

書いて、話が尽きなくなりました。だがもう時間

が大分過ぎてしまったので、また伺うことを約束

して部屋を出ました。「良かった。とても喜んで

くださって。傾聴ボランティアって良いな」とつ

くづく思いました。帰り道、海岸沿いに車を走ら

せながら、真っ青な海と空のように、私も心地よ

い風を受け色々夢が膨らみました。傾聴ボランテ

ィアは本当にお互いにうれしいものなんだなあ

と感じました。 

以上のような事を「初めての体験」として月刊

誌に発表されました。これ

は前田さんにとって、何か

にぶつかった時、そうだ初

心に返らなければ、自分は

傾聴ボランティアを始めた

時にはこういう思いでやっ

ていたんだと時々見るよう

にしているそうです。   

                            

三島教子さんの作品
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《３月の勉強会》            『こころ豊かに生きる』  講師：大島龍隠師 

３月の勉強会の講師は警察を早期退職して僧侶の

道に入った大島龍穏さんにお越しいただきました。 

袈裟を身につけた大島さんを目の前にす

ると会場には緊張感が漂い、まずは自己

紹介から始まりました。 

若いころからの話から警察官になった経

緯、そして捜査１課という私たちにはあま

り縁のない世界のお話に会員は真剣な

表情で聴いていました。 

第２の人生を考えたころ事件を通して多くの方との

出会いの中で事件にあわれたご遺族の方に供養も含

め希望の光を与える存在になれたらという思いから僧

侶になられたお話には感銘いたしました。 

「幼少のころから人の役に立ちたいとの想いは刑事も

僧侶も同じで刑事は僧侶になるための修行であったと

思う」という言葉には運命という二文字が浮かんできま

した。 

僧侶になるための修行の話になると大島さんの表情

はなお、穏やかに見えてきたのは気のせいでしょうか。

ここでもあまり聞くことがない修行のお話を私たちは興

味深々と聴いていました。 

僧侶になってからのお話は失敗談から始まり私達に笑

いをくださり、中には声を出して笑っている会員もおりま

した。 

後半は人が穏やかに生きていく上に必要と想われるい

くつかのお話を聴かせていただきました。 

ありのままでいいのです。感謝の気持ちを持って。物

事をプラスに考える。などを分かりやすく話してください

ました。 

現在は僧侶としてだけではなく少年院の篤志面接

委員、無料相談所「みちしるべ」で悩みを抱えた方の

話を聴く、講演会などと多方面でご活躍されていま

す。 

大島さんの刑事のころの「聞く力」は今に繋がっていた

のだと想いました。 

ご自身の辛く悲しいできごとをいくつも経験され、昨年

には大病をされてこの日も万全でないお身体で来てく

ださいました。 

私たちは大島さんに気づきと勇気をいただいたような

気がしました。      （文・写真：三島教子） 

 

 

傾聴ボランティア・モモの施設訪問活動表 

2015 年度の傾聴ボランティア・モモの施設訪問活動の実績がまとまりました。 

訪問回数の減少は、夏の熱中症、冬のインフルエンザ等おひとりお一人の理由があるかと思います。 

2016 年度は 7 期生も誕生します。大いに期待いたしましょう。 

年度 年度末会員数 訪問施設数 延べ訪問回数 延べご利用者数 個人宅 

 （人） （ヶ所） （回） （人） （ヶ所） 

2007年 19 5 342 923 0 

2008年 37 14 780 3,331 0 

2009年 53 16 1,113 3,616 0 

2010年 44 17 1,219 3,525 0 

2011年 62 16 1,386 3,864 0 

2012年 51 18 1,452 3,513 4 

2013年 58 20 1,437 2,906 0 

2014年 49 22 1,421 2,719 3 

2015年 44 21 1,331 2,760 6 
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                ト ピッ クス

 

◇萩原明美前代表からの手紙◇ 

モモの皆様へ 

 急な退会をお許しください。 

昨年の 10 月頃から体調を崩し毎日が風邪をひいて

いる状態で、時々喘息の発作にもみまわれ常に頭が

ボーっとしています。 

こんな状態では代表としての務めが出来ず、この２

月で退会を決めました 

三島副代表をはじめ素晴らしい役員が後をしっか

りこなしてくださいますので安心しております。 

長い間本当にお世話になりありがとうございま

した。 

皆様もお体ご自愛くださいませ。 

         平成２８年２月 

萩原明美 

 

 

◇「グループそよかぜ」さんが月例会に◇ 

４月の月例会に、戸塚区で４月からスタートした、傾聴

ボランティアグループ「そよかぜ」さんの清水代表を含 

む役員の方々４名と戸塚区社協の岡田さんが見学に見

え、モモの勉強会「自分を再

確認」のグループ討論会にも

参加されました。「そよかぜ」さ

んは、戸塚区内６つの施設に

３４名の会員が活動を開始し

ているとの事です。今後のご

活躍を期待いたします。 

 

◇傾聴ボランティア養成講座が始まります◇ 

 第７回養成講座を募集したところ 29 名の応募が

ありました。５月１３日より毎週金曜日、５週間にわたり開

催されます。会員皆様のご協力をお願いします。 

 

◇相生荘の「ボランティアのつどい」に参加して◇ 

３月１９日（土）に相生荘の「ボランティアのつどい」に

招待されました。この会は２年ごとに開催され、今回は相

生荘に登録された２６名のボランティアのうち２２名と施

設より相澤施設長さん、生活相談員主任菅野さんを含

む５名の方々が出席されました。「海鮮市場」のおいしい

カニ料理を戴きながら施設の職員の方々との情報交換

や普段交流のない、喫茶、カラオケ、華道、書道、縫物

等のボランティアの

皆さんと交流が出

来、有意義な時間

を過ごすことが出

来ました。           

（５期：足立）                  

 

 

 

◇清風荘のボランティア懇親会に出席◇ 

 ３月 25 日(金)に清風荘に於いてボランティア

懇親会が開催され出席いたしました。 

出席者は石井ホーム長さん、坂井さん（ボランテ

ィア担当）後藤さん他、民生委員さん２名等８名

とモモより遠田でした。 

内容：定期的にボランティアを行っているのはモ

モのみで、不定期に大正琴、カラオケ、楽しく歌

う会、マンドリン、読み聞かせ等活動があり、モ

モ以外のボランティアの出席はありませんでし

た。 

 ホームとしてはレクレーションへの対応、作品

製作をやりたい、高齢者サロンへの参加 etc,今後

の課題は尽きないようです。（５期・遠田純子記） 

 

【編集後記】モモ通信１６号をお届けします。会場の耐震工事により１年延びましたが 3 年振りの養成講座を 5 月に

開催し,６月には新会員が誕生します。、訪問している施設からの増員のご要望にもお応えできます。 

 去る 4 月 14 日、16 日と熊本地震が起き多大な被害が発生いたしました。心よりお見舞い申し上げます。 

傾聴ボランティアとして、どう対応したらよいかを考える時だと思います。 




