
 

 

  

         

         

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

                                                                        

          

    第第第第⑲⑲⑲⑲回回回回    連続連続連続連続共育共育共育共育マネージメントセミナーマネージメントセミナーマネージメントセミナーマネージメントセミナー    はははは    

    「「「「やさしいやさしいやさしいやさしい日本語日本語日本語日本語」」」」をををを知知知知っていますかっていますかっていますかっていますか？？？？        

～～～～みんなにみんなにみんなにみんなに伝伝伝伝えるためのえるためのえるためのえるための””””やさしいことばやさしいことばやさしいことばやさしいことば””””をををを考考考考えるえるえるえる～～～～    

  

   

あのあのあのあの手手手手このこのこのこの手手手手でででで考考考考えてえてえてえて、、、、あのあのあのあの手手手手このこのこのこの手手手手でででで問題解決問題解決問題解決問題解決！！！！    

－１－ 

＜＜＜＜同封同封同封同封されているごされているごされているごされているご案内等案内等案内等案内等＞＞＞＞        

・・・・第第第第⑲⑲⑲⑲回共育回共育回共育回共育マネージメントセミナーマネージメントセミナーマネージメントセミナーマネージメントセミナー    「「「「やさしいやさしいやさしいやさしい日本語日本語日本語日本語」」」」をををを知知知知っていますかっていますかっていますかっていますか？？？？    

あのあのあのあの手手手手このこのこのこの手手手手でででで考考考考えてえてえてえて、、、、あのあのあのあの手手手手このこのこのこの手手手手でででで問題解決問題解決問題解決問題解決！！！！    

大和市民活動大和市民活動大和市民活動大和市民活動センターセンターセンターセンター［［［［拠点拠点拠点拠点やまとやまとやまとやまと］］］］    第第第第 25252525 号号号号 2009200920092009 年年年年 2222 月月月月 15151515 日発行日発行日発行日発行    

やまとのやまとのやまとのやまとの風景風景風景風景たちたちたちたち    4444 回回回回シリーズシリーズシリーズシリーズ    第第第第 3333 回目回目回目回目    福田福田福田福田////住宅地住宅地住宅地住宅地のののの中中中中ののののミニミニミニミニ牧場牧場牧場牧場        絵絵絵絵とととと文文文文＝＝＝＝柴田柴田柴田柴田    豊豊豊豊（（（（大和市役大和市役大和市役大和市役所職員所職員所職員所職員））））    

    

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 
 

 住宅の並ぶ丘を登り切った辺りで突然視界が開け、

決して大きくはない草地にヤギとポニーが放されてい

ます。草地の向こうには天気さえ良ければ富士山を望

むことができます。実はこのヤギ達、「大和市民まつ

り」や「やまと産業フェア」などの大きなイベント会場で

子ども達の人気を集める 「ミニ牧場」のコーナーの主 

♪梅は～咲いたか 桜はまだかいな～♪ 
                  思思思思いっきりいっきりいっきりいっきり    古古古古っっっっ！！！！    

日日日日    時時時時：：：：3333 月月月月 28282828 日日日日（（（（土土土土））））10101010：：：：00000000～～～～12121212：：：：00000000    
会会会会    場場場場：：：：大和市民活動大和市民活動大和市民活動大和市民活動センターセンターセンターセンター    会議室会議室会議室会議室    
ゲストゲストゲストゲスト：：：：樋口由美子樋口由美子樋口由美子樋口由美子さんさんさんさん（（（（逗子災害逗子災害逗子災害逗子災害ボランティアネットワークボランティアネットワークボランティアネットワークボランティアネットワーク    
                                                                ボランティアコーディネーターボランティアコーディネーターボランティアコーディネーターボランティアコーディネーター））））    

 

「やさしい日本語」を使い、人と人が「共に生き」
「支えあう」ヒントと、誰にでも分かりやすい情報を
正しく伝えるコツを学びます。 

 

役でもあります。  

普段はこの草地でのんびりと過ごし、学校帰りの子ど

も達の遊び相手も務めるヤギ達です。ポニーの毛を

三つ編みしたりして遊ぶ女の子達もいるそうですが、

市内では他に見ることのできない、そんなのどかな風

景です。 

       

 今年度
今年度
今年度
今年度最後最後最後最後！！！！    



 
大和市民活動大和市民活動大和市民活動大和市民活動センターセンターセンターセンター【【【【あるあるあるある日日日日あるあるあるある時時時時】】】】    

１月３１日（土）雨のち曇り 
柏木学園高校のＭさんとＳくんが手袋人形の 

制作に来館。お人形が出来たら人形劇「いっぴき 
チュー」を春休みにお披露目します。ボランティア 

を連れてきてくれることになってます。 
期待してます。よろしく！ 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

        

    

    

    

    

 

    

 

    

    

 

                                                                        

          

 

  
 

 

    
－２－ 

再開！ 大和市の協働事業 

［拠点やまと］は 

「市民活動センター管理運営事業」に提案しました。 

  どうぞ、よろしく。 

 

平成 21 年度から協働事業として実施するため下記の日程で 
すすめられています。 

・提案募集 平成 20 年 10 月 15 日（水）から 11 月 14 日（金） 

・市から協働推進会議へ諮問 

・提案発表会 12 月 14 日（日） 

・調整期間（提案者と行政担当課が想いを共有） 

・意見交換会 １月 18 日（日） 

・協働推進会議から市へ答申 2 月 4 日(水) 

・市長から検討結果報告 2 月 25 日(水) 

＜＜＜＜提案事業提案事業提案事業提案事業＞＞＞＞    

●市民型提案協働事業提案市民型提案協働事業提案市民型提案協働事業提案市民型提案協働事業提案    

 １．「CAP（子どもへの暴力防止）プログラム事業」 

   NPO 法人 やまと CAP ひまわり 

 ２．「親子大和の野菜もぎとり＆クッキング」 

   食のアトリエ 

 ３．「大和市災害情報研究会」 

   吉澤 紘 

 ４．「大和市公共基準点成果の活用推進事業」 

   木村 幸吉 

●行政提案型協働事業提案行政提案型協働事業提案行政提案型協働事業提案行政提案型協働事業提案    

 ５．「市民活動センターの管理運営事業」 

   拠点やまと 

●行政提案応募型協働事業提案行政提案応募型協働事業提案行政提案応募型協働事業提案行政提案応募型協働事業提案    

 ６．「福祉の手 全員集合」 

   NPO 法人 ワーカーズ・コレクティブ想 

   パパボラやまと 

   社会福祉法人 敬愛会 

堅い場だと思って行った
んですけど、和やかな場
で勉強になりました。 
センター頑張れ！ 
＊サポーターの神田でした 

 

こんなネズミが 10 ぴき 
登場します 

＜＜＜＜提案発表会提案発表会提案発表会提案発表会＞＞＞＞    

日 時：平成 20年 12月 14日(日)13：00～16：00 

会 場：市役所会議室棟 

目 的：提案者の想いを理解し、多くの人と共有すること。

さらに、いろいろな人が持っている経験や知恵を持

ち寄り協働事業提案を育てる大切な場です。 

提案発表会：各提案者が熱い想いを語った後、提案者のテー

ブルにて協働事業の実現に向けて、会場の市民も加

わり話し合いました。 

 
＜＜＜＜意見交換会意見交換会意見交換会意見交換会＞＞＞＞    

日 時：平成 21年 1月 18日(日)13：00～16：00 

会 場：市役所会議室棟 

目 的：提案者と担当課で話し合われた調整結果の報告を受

けて、協働事業としての実現性と可能性について多

くの人と意見交換を行い、情報を共有する。 

意見交換会：会場に集まった市民は提案者と担当課、それぞ

れの報告を聴き、ポストイットに意見を書き込みま

す。報告終了後、提案事業ごとの『意見交換ボード』

に貼りました。提案者・担当課の意見や会場からの

意見をふまえ、協働推進会議は協働事業提案として

ふさわしいか答申していきます。 

1 月 18 日（日）の意見交換会で担当課の市民活動課とともに調整結果報告をし、

会場に集まった市民とポストイットにより意見を交換しました。 

［拠点やまと］会長  関根孝子 

検証中検証中検証中検証中であったであったであったであった大和市大和市大和市大和市のののの協働事業協働事業協働事業協働事業がががが動動動動きききき始始始始めましためましためましためました    

 

［［［［拠点拠点拠点拠点やまとやまとやまとやまと］］］］へのへのへのへの応援応援応援応援メッセージメッセージメッセージメッセージをををを紹介紹介紹介紹介    
                                                （（（（ポストイットポストイットポストイットポストイットよりよりよりより））））    

＜＜＜＜提案発表会提案発表会提案発表会提案発表会＞＞＞＞    

・少ない経費の中で知恵を出し、創意工夫の
中から大きな成果を出されていると思います。 

・［拠点やまと］の皆さんのコーディネートのもと
で、運営に関わっていただける方が現れると
いいですね。 

＜＜＜＜意見交換意見交換意見交換意見交換会会会会＞＞＞＞    
・拠点やまとが大きくなれば、市民活動が活発
になるはずです。頑張ってください。 

・協働することで市民に広がると思うので、これ
からも沢山話しあって下さい。 

・活動センターの存在は市民活動の支えにな
ります。なかなか事業に参加することはできま
せんが、もっと活用させていただきたいと思い
ます。これからもよろしくお願いします。 



 大和市民活動大和市民活動大和市民活動大和市民活動センターセンターセンターセンター【【【【あるあるあるある日日日日あるあるあるある時時時時】】】】  

1 月 26 日(月) 晴れ    
会議室を利用していた方が体調を崩され、救急車の出

動をお願いしました。病院に搬送され手当てを受ける
と、お元気になられたと聞きスタッフ一同安堵しました。 

スタッフに救命救急の知識が必要であると改めて実感
しました。なお、当センターにはＡＥＤ（自動体外式除

細動器）が 設置されていま せんが、 隣の商工会議所
（走って 10 秒）には設置されていますのでご安心を。 

 

 

  

    

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

－３－ 

知知知知ればればればれば知知知知るほどおもしろいるほどおもしろいるほどおもしろいるほどおもしろい大和市大和市大和市大和市 PARTPARTPARTPART３３３３    

第第第第⑰⑰⑰⑰回連続共育回連続共育回連続共育回連続共育マネージメントセミナーマネージメントセミナーマネージメントセミナーマネージメントセミナーはははは１１１１/24/24/24/24（（（（土土土土））））にににに開催開催開催開催しましたしましたしましたしました。。。。    

今回今回今回今回ののののセミナーセミナーセミナーセミナーはははは「「「「たてたてたてたて糸編糸編糸編糸編」。」。」。」。    

中央林間中央林間中央林間中央林間のののの歴史歴史歴史歴史をををを加留多加留多加留多加留多（（（（カルタカルタカルタカルタ））））でたどるでたどるでたどるでたどる巻巻巻巻。。。。                    ＜＜＜＜報告報告報告報告・・・・小杉小杉小杉小杉＞＞＞＞    

    

集団就職の見送りは涙がでちゃう 

スタッフの桜井が「団塊アワー」に出演しました 

 
 

 

第第第第⑱⑱⑱⑱回連続共育回連続共育回連続共育回連続共育セミナーセミナーセミナーセミナーはははは        
2222 月月月月 21212121 日日日日（（（（土土土土））））１０１０１０１０：：：：００００００００～～～～１２１２１２１２：：：：００００００００    
大和大和大和大和市民活動市民活動市民活動市民活動センターセンターセンターセンター    会議室会議室会議室会議室にてにてにてにて    

 

さて、「中央林間博覧強記

加留多」。絵札の絵も文字札

の文字も市川さん自身の筆で

かいたそれぞれ 47 枚。今回の

セミナーで、市川さんはカルタ

のいろはの「い」から「す」まで

を一枚ずつ丁寧に解説。当日

聞き手の我々10 名は「中央林

間の人と町」の姿が縦糸となっ

て頭に描くことができた。 

 今回お迎えしたゲストは市川メガネ（中央林間）の店主・

市川秀雄さん。市川さんは当地にメガネ専門店を開いて

今年で 37 年目。開店当時、地元消防団の団長と知り合っ

た翌日に入団。消火訓練のあとなど消防小屋での巷（ち

また）のことを聞き、防火見回りでは街の姿を見ることにな

った。また、メガネ店には地域の年配のお客さまが来て

は、よく昔の話をしていく。もともとお年寄りと話しをするの

は好きだったこともあり、こうした下地もあり、地域の歴史へ

の関心をはっきりと目覚めさせてくれたのは子どもの頃か

ら市川さんの地元（町田市野津田）出身の「ショウコウ（昌

孝）さんはえらかった」と聞いていた石阪昌孝伝を読んだ

ことからだという（石阪昌孝（1841～1907）＝神奈川縣議

会議長、衆議院議員、群馬縣知事を務める）。 

 

ＦＭＦＭＦＭＦＭやまとやまとやまとやまと「「「「団塊団塊団塊団塊アワーアワーアワーアワー」」」」担当担当担当担当のののの    

千葉真理千葉真理千葉真理千葉真理さんからのさんからのさんからのさんからのメッセージメッセージメッセージメッセージ    

    
“アラ団塊”を応援するＦＭやまとの番組
「団塊アワー」。目玉はインタビューコー
ナー。今年の第一弾ゲストとして、櫻井貞
代さんにご出演いただきました。 
豊かな自然と人と人との温かいつながり
の中で過ごされた故郷鹿児島での子ども
時代のお話は、まるで情景が目に浮かぶ
ような語り口で、胸が熱くなりました。ま
た、現在のお仕事をする中で出会った人
たちが、櫻井さんの人生をより豊かにして
いること。人生には大事なものがいろいろ
あるけれど、出会いほど可能性を秘めた
ものはないんだな…と改めて思いました。 
アリスの大ファンなんですね！ステキな曲
のリクエストもありがとうございました。 

団塊アワー：毎週土曜日午前７時～８時 

再放送は日曜日の午前７時～ 

    

大河ドラマ「篤姫」で有名になった 
指宿から見た桜島 

＊AED(自動体外式除細動器)とは、心臓がけいれんし、血液を流す

ポンプ機能を失った状態(心室細動)になった心臓に対して、電気ショ

ックを与え、正常なリズムに戻すための医療機器です。 

 

たて糸（＝歴史）と横糸（＝今）を織り成して見えてくる大和市 
 

この「あの手 この手」の 2008 年 8 月号（19 号）から 11 月号

（22 号）の表紙の絵を飾ってくれた田中清隆さんもカルタの

「く」に登場している。「く」＝草分けは洋画家田中清隆氏。 

 

「中央林間 博覧強記 加留多」 

中央林間の揺籃期から現在迠を 
四十七札に託して大和商工會議所 
中央林間地域會員交流會とありま 

す。入手ご希望の方は 
中央林間・市川メガネ店 
（Tel:046-274-4699）まで。 

柏木学園高等学校教諭 濱谷美代子さんをゲストにお招きし 

 「「「「今今今今どきのどきのどきのどきの高校生事情高校生事情高校生事情高校生事情」」」」    をお話していただきます。 

 

[ＦＭやまと]毎週土曜日、午前 7 時から放送の 

「団塊アワー」に拠点やまとの櫻井が出演しました。 

郷里「鹿児島 指宿」で、弟・妹のために進学をあ 

きらめて集団就職していく友を涙ながらに見送っ 

た話は感動的でした。ボランティアセンターに勤 

務していたときに知り合ったボランティアさんとは 

現在も交流があり、市民活動センターの事業の 

応援をお願いしていることなど、2 週にわたり放送 

されました。市民活動センターでは聴くことの出 

来ない話でした。みなさまも来館の際に昔話を聞 

いてみてください。どんな話に花が咲くか。 
 

“  



第第第第 61616161 回回回回 2/32/32/32/3（（（（火火火火）～）～）～）～住住住住みみみみ良良良良くくくく、、、、明明明明るいるいるいるい地域作地域作地域作地域作りりりり～～～～    
＜＜＜＜草柳自治会草柳自治会草柳自治会草柳自治会（（（（１１１１丁目丁目丁目丁目、、、、２２２２丁目丁目丁目丁目）＞）＞）＞）＞    

引地川でのニジマスつかみ取り大会・夏祭り・餅つ 
き大会その他盛りだくさんのイベントを行事推進部 
を中心に実施しています。犬の糞公害をなくしたい 
と、「糞一掃運動」で、標語募集したところ、独居の 
85 歳のおばあちゃんが応募してくれました。 
 

 

 

  

  

    

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

        

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 －４－ 

「「「「あのあのあのあの手手手手    このこのこのこの手手手手」」」」    第第第第 25252525 号号号号        発行日発行日発行日発行日・・・・2009200920092009 年年年年 2222 月月月月 15151515 日日日日                                            発行発行発行発行・・・・    大和市民活動大和市民活動大和市民活動大和市民活動センターセンターセンターセンター    拠点拠点拠点拠点やまとやまとやまとやまと    
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デパートの商魂、バレンタインデー。 
昼のチョコは、人気のバロメータ。 
夜のチョコは、誘惑のチョコ。 
今は、ファミリーのチョコ。（松村 襄） 

 

息子が小５の頃、子どもがチョコの 
お返しをするというのがイヤで、チー 
ズケーキを作って”ホワイトデーパー 
ティー”をしたのは、私だけの懐かし 
い思い出かしら？（石川美恵子） 
 

その昔、スヌーピーのシールほしさ 
にアソートチョコを送りました。個装 
のシールは全部私のもの。チョコは 
どっちが食べた～？全く、覚えてい 
ません。（関根孝子） 
 

                ＜＜＜＜これからのこれからのこれからのこれからの出演団体出演団体出演団体出演団体＞＞＞＞ 

第 62 回 2/17（火）かたつむりの会 
第 63 回 2/24（火）パクスやまと 
第 64 回 3/3（火) あざみ句会 
第 65 回 3/10（火）コミュニティオプティマム福祉 

地域協議会大和 

 

憧れの先輩に手編みのマフラーと
チョコレートをプレゼント。ウン十年
前はときめいてた(^^)♪ 今は？… 
（豆塚登美子） 
 

先ずチョコレート…娘が小さい頃、台所 
で何やら溶かして作っていました♪ 
もう就職の年齢です。あっ、私はもらった 
覚えが無い！（望月則男） 
 

小学生の長男にチョコをくれたかわい
かったお嬢ちゃんは、今、“２児のママ”
月日の流れを感じます。（櫻井貞代） 

＊今月の用紙は、梅は咲いたか、桜はまだかいな～。鶯もまだかいな～、で鶯色を用意しました。 

第第第第 58585858 回回回回 1/201/201/201/20（（（（火火火火））））    ～～～～国際交流国際交流国際交流国際交流ののののカタチカタチカタチカタチはいろいろはいろいろはいろいろはいろいろ～～～～                                                                        

＜＜＜＜やまとやまとやまとやまと国際国際国際国際フレンドフレンドフレンドフレンド委員会委員会委員会委員会（ＩＦＣ）＞（ＩＦＣ）＞（ＩＦＣ）＞（ＩＦＣ）＞    

メンバーは現在 21 名大和市に住んでいる外国人 

が、地域の人と共に大和市民として楽しく生活 

できるよう草の根交流・支援を目指して 

活動しています。 

国際化協会と共催で日本語スピーチ 

大会、リーフレットの発行、国際交流フェス 

ティバルへの参加などしています。 

    

その日が近づくと突如現われ、大量 
仕入れのチョコをだーっと男性社員 
の机に置き、急ぎ消え去る「保険の 
おばさん」。40 年前の風景。 
（小杉皓男） 
 

もうすぐもうすぐもうすぐもうすぐバレンタインデーバレンタインデーバレンタインデーバレンタインデー    私私私私ののののバレンタイデーバレンタイデーバレンタイデーバレンタイデーのののの思思思思いいいい出教出教出教出教えちゃいますえちゃいますえちゃいますえちゃいます    

ラジオラジオラジオラジオをををを聴聴聴聴いたらいたらいたらいたら感想感想感想感想をををを FAXFAXFAXFAX、、、、メールメールメールメールでででで［ＦＭ［ＦＭ［ＦＭ［ＦＭやまとやまとやまとやまと］］］］へへへへ    
ＦＡＸＦＡＸＦＡＸＦＡＸ    ：：：：046046046046----265265265265----2777277727772777    
ＥＥＥＥ----ｍａｉｌｍａｉｌｍａｉｌｍａｉｌ    ：：：：morning@fmyamato.co.jpmorning@fmyamato.co.jpmorning@fmyamato.co.jpmorning@fmyamato.co.jp    

50 年前から流行ったバレンタインデ
ー、宗教性ない商業性の中、義理
チョコが盛ん、ドキドキ感もあった
が、お返しに苦労。（浅見正明） 
 

あのあのあのあの頃私頃私頃私頃私はははは若若若若かったかったかったかった    

                    いえいえいえいえいえいえいえいえ、、、、今今今今もももも若若若若いわよいわよいわよいわよ…………    

＊それぞれの団体へのお問い合わせは大和市民活動センターまで。 

『『『『    やまとっこやまとっこやまとっこやまとっこ☆☆☆☆みつけたみつけたみつけたみつけた    』』』』    
    

第第第第 59595959 回回回回 1/21/21/21/27777((((火火火火))))    ～～～～明明明明るくるくるくるく、、、、楽楽楽楽しくしくしくしく、、、、思思思思いやりのもとにいやりのもとにいやりのもとにいやりのもとに～～～～    

＜＜＜＜柳橋一丁目柳和会柳橋一丁目柳和会柳橋一丁目柳和会柳橋一丁目柳和会＞＞＞＞    

活動の拠点となる自治会舘、老人クラブ連絡所がないの

で、会員どうしの意思の疎通を図るため、また正確な情報

を伝えるために、毎月「柳橋一丁目柳和会だより」を発行

しています。新しい仲間を 1 人でも多く増やすことを目的

にしています。 

 

★★★★★ ★★★★★ 

♪  ♪  ♪  ♪  ♪  ♪ 

      

最近は「友チョコ」が流行っていまし
たが、今年はとうとう「逆チョコ」になり
ましたね。「自分チョコ」もいいもので
す♪（中山みゆき） 
 

聴いてネ 

藤原光輝藤原光輝藤原光輝藤原光輝くんくんくんくん（（（（6666 年年年年））））談談談談    
・先生には「へぇ～、こんな活動やってるの」 
と褒められた。    

・「先生！宿題減らしてください」と言ったの 
を聞いて、みんな大爆笑だった。 

 

担任担任担任担任のののの先生談先生談先生談先生談    
・クラスのともだちは楽しそうに聞いていました。 
・活動内容は子どもたちに伝わったと思いますよ。 

 

第第第第 55555555 回回回回    ＜＜＜＜引地川水引地川水引地川水引地川水とみどとみどとみどとみどりのりのりのりの会会会会［［［［こどもこどもこどもこどもエコクラブエコクラブエコクラブエコクラブ］＞］＞］＞］＞    出演出演出演出演のののの反響反響反響反響    

引地台小学校の給食の時間に、番組が校内放送されました。学校での反応を聞いてみました。 

 

第第第第 60606060 回回回回    2/3(2/3(2/3(2/3(火火火火))))～～～～感感感感じることをじることをじることをじることを大事大事大事大事にににに～～～～    
＜＜＜＜大和大和大和大和おやこおやこおやこおやこ劇場劇場劇場劇場＞＞＞＞    

舞台鑑賞・親子まつり・キャンプなどを通して、い 
ろいろな人との出会いを大切にしています。 
良い自然環境の中で数々の体験をして感 

じたことを友達に伝えて、たくさんの仲間 
と触れ合い、絆を深めてほしい。親も子も 
安心して生活できる地域や学校にしたい。 

 

藤原光輝くん 

♪  ♪  ♪  ♪  ♪  ♪ 

      


