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子ども交流週間
ども交流週間のはじまり
交流週間のはじまり、
のはじまり、はじまり

大和市民活動センターは、日頃、市民活動をしている団
体の方たちに様々に活用されています。
夏休みの子どもたちと市民活動団体のみなさんとの交流
をと、イベﾝトを企画しました。宿題やったり、バーベキューし
たり、大人も子どもも楽しみましょう。
高校生のボランティア活動のはじめの一歩のサポートも
考えています。
＊詳しくは同封のお知らせをごらんください。

✐✎✐✎✐✎✐

・「高校生集まれ！はじめの一歩に来て・みて・ご覧」
7/26(土）10：00～12：00
・「NPO 法人サポートハウス「ワン・ピース」
の子どもたちとの交流会」
7/30(水）、8/1（金）14：30～16：00
・「みんなでバーベキューしよう！」
8/19(火）10：00～14：00
・「笑顔で宿題をやろう」
8/20(水)、8/21(木)、8/22(金)10：00～16：00
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毎週火曜日の
毎週火曜日の朝 9：05 にスイッチ ON してますか？
してますか？
「朝ラジホッと
ラジホッとモーニング」
モーニング」の市民活動センター
市民活動センターだよりに
センターだよりに
出演した
出演した登録団体
した登録団体（
登録団体（第 29 回から第
から第 32 回まで）
まで）を紹介します
紹介します。
します。

「「「「やまとっこ☆みつけた」」」」

第 29 回６/24(火
/24(火)
Ｆ Ｍ
～マンション管理
マンション管理の
管理の適正化と
適正化と居住者の
居住者の生活の
生活の向上～
向上～
や
まと
＜県央マンション
県央マンション管理組合
マンション管理組合ネットワーク
管理組合ネットワーク＞
ネットワーク＞
平成 9 年「かながわ新総合計画２１」計画に基き、県央地域
に平成１８年「かながわ県央ネット」が設立しました。分譲マ 77.7
ンションの管理組合の運営を支援するネットワーク。長期修
ＭＨｚ
繕計画・大規模修繕工事・高齢化・地域コミュニティー等管
理組合の抱える問題の情報交換、相談会を開催していま
す。マンションを終の棲家として、考える人が増えるにつれ、
建物の老朽化、住居者の高齢化などの問題が山積してい
ます。
＊問合せ：０４６ー２３３－３８４４（かながわ県央ネット）
第 30 回７/１(火)
～犬にとって恥
にとって恥ずかしくない飼
ずかしくない飼い主になろう～
になろう～
＜犬と地域を
地域を愛する会
する会＞
犬も遊べる広場にしたい、と話し合い
の場を設けたところ、自分達が迷惑を
かけていない飼い方をしていると思
っていても、それだけでは済まされ
ないことを知った。この話し合いを受けて
犬を散歩させながら、防犯パトロールも兼ねて地域に貢献し
ようと、この会を立ち上げた。
犬は生後３ヶ月までの間にしっかりと排泄のしつけをすれ
ば、散歩で外に出たときに排泄しない、と教えられた。自分
達ももっとはやくこのことを知っていれば、排泄のための散
歩ではなく、犬自身の楽しみとしての散歩になっていたのに
と、悔やまれる。
＊問合せ：０４６－２６０－２５８６ (大和市民活動センター)

毎週

(火 )
9:05
ｌ
9:25

ＦＭやまと
ＦＭやまとへ
やまとへメッセージを
メッセージを送ろう
ラジオを聴いた感想やリクエスト曲
を FAⅩ、E-mail で「FM やまと」へお
届けください。
FAX：046-265-2777
E-mail：morning@fmyamato.co.jp
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この手で問題解決の
問題解決の
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センターに
来て・みて・
みて・ご覧

第 31 回７/8（
/8（火）
～もっときれいに！
もっときれいに！引地川～
引地川～
＜引地川かわくだり
引地川かわくだり実行委員会
かわくだり実行委員会＞
実行委員会＞
引地川は泉の森に水源があり、大和市、藤沢市を通
って江ノ島まで 21 キロをながれている川です。
大和市では引地川の水を飲料水として飲んでいた事
もありましたが、宅地化が進むにつれ、生活排水が流
れ込むようになっていつの間にかどぶ川になってしま
ったそうです。引地川の掃除を始めてから、15 年目
にハグロトンボが大復活しました。魚や、カルガモ、カ
ワセミ、ハグロトンボなど、いろんな生き物と出会えま
す。引地川で鮎やウナギを釣る事も夢ではないので
す。究極の目標は、引地川で釣った魚を美味しく安
心してたべることです。
＊問合せ：０９０－２５２７－８４３８（飯塚）
第 32 回７/１５（
１５（火）
～水あそび、
あそび、洗濯あそび
洗濯あそび、
あそび、たのしいよ～
たのしいよ～
＜保育室もこもこ
保育室もこもこ＞
もこもこ＞
地域に母親が安心して子どもを預けられる保育園
をつくろうと、７年前にたちあげました。
つるまの森でどんぐりひろいや電車ごっこに興じなが
ら、風のざわめき、林の間からもれてくる木漏れ日、
体一杯で自然の素晴らしさを感じでほしい。0 歳～3
歳児が、ありんこ組、どんぐり組、もり組にわかれてい
ます。風・木々・虫・花・土・砂・水・などに触れ合い自
然を大切にして、外遊び中心の保育をしています。
「もこもこ」のスタッフは現在、20 歳代～５０歳代の 20
名。子どもに関われる仕事がしたい人、保育の知識と
子育ての経験を生かしたいと、集まりました。子どもに
とっても親にとっても安心できる場所であり、「地域の
止まり木」です。
＊問合せ：０４６－２７７－２４８０（保育室もこもこ）

大和市民活動センター
大和市民活動センター【
センター【ある日
ある日ある時
ある時】～その
】～その１
その１～
7 月 1 日( 火) 晴 れ
「犬と地域を愛する会」のメンバーのひとりが、前号の“お
いしく食べて国際交流”で紹介したタイ料理店『ペンタイ』
で働いている女性に、日本語を教えているということがわ
かり、ビックリ。「うちは『イーサン』によく行くのよ」と言うメ
ンバーもいて、あちこちで国際交流をしている事実を知
り、うれしくなりました。さらに、その 1 週間前に出演した
団体の方と情報交換。センターが人と人をつなぐ場にな
っています。

活動を
活動を広げるサポート
げるサポートをします
サポートをします。
をします。

今回は会議室の
議室の利用について
利用について紹介
について紹介します
紹介します。
します。
会議室：
会議室：20 人くらいの会議、活動に適しています。
200 円/Ｈ（要予約）
多目的ルーム
多目的ルーム：
ルーム：少人数の会議。100 円/H（要予約）
＊会議室を利用する団体で、保育の必要な場合は
無料でお使いいただけます。
＊予約状況は HP で確認できますが、予約は TEL
にて受け付けています。
フリースペース：
フリースペース：予約なしで空いていれば利用できます。

－

２ －

会議室は、会議や講演会はもちろんのこと、映写会などの楽し
い仲間との集いにも利用していただいています。市民活動仲間
の結婚のお祝いパーティなんてステキな使われ方もあったりし
て、、、（自主管理のもと飲食可。ごみは持ち帰りが原則です）

最初の
最初の
ホームページです
ホームページです

見 やすく わかりやすい そして
フレッシュ。
フレッシュ。
大和市民活動センター
大和市民活動センターの
センターの
Ｗｅｂ－Ｓｉｔｅ（ホームページ
Ｗｅｂ－Ｓｉｔｅ（ホームページ）
ホームページ）を
改装しました
改装しました。
しました。

「センター」
センター」前の大イチョウ
時計と
と季節の
時計
季節のシンボルツリー

会議室 3 ヶ月分の
月分の空き
状況がすぐわかる
状況がすぐわかる

７/４（金）より本格的
より本格的に
本格的に運用を
運用を開始しました
開始しました。
しました。

団体登録するなら
団体登録するなら
ここをクリック
クリック
ここを

まだ未完成のところがありますが、
すこしずつ充実させていきます。
【拠点やまと】/広報係

みんなおいで
課題をいっしょに
解決するセミナーだよ。

第 11 回連続共育マネージメントセミナー
回連続共育マネージメントセミナーを６月 27 日(金)に開催しました
開催しました。
しました。

災害時のコミュニケーション」
コミュニケーション」
テーマ 「災害時の

ゲストに船越英一(大和市職員)さん
をお迎えして、阪神淡路大震災から学
んだ災害時におけるコミュニケーション
のとりかたなどを、クロスロードを用い
てゲーム感覚で学びました。

今回の共育セミナーでは５人のグループを
作り、「クロスロード」ゲームを楽しみました。
「クロスロード」は災害対応を自らの問題として
考え、また、さまざまな意見や価値観を参加者
同士で共有することを目的としたゲームです。
プレーヤーは阪神淡路大震災の実話に基
づく、日常生活では思いもよらない決断すべ
き場面でイエス or ノーの判断を求められます。
その後順に、なぜ自分がこの判断をしたかの
理由を説明します。
自分の答えの後に他者の意見を聞くと考えの

変わることもあり、このゲームを通じて多数派
が正しいとは限らない、人の意見を潰さないリ
スクコミュニケーションを学びました。
災害時は正解のない対応を求められます。
状況が変われば対応も変わります。平常時か
らのリスクコミュニケーションは、いざというとき
の判断の根拠となります。
当センターで、災害ゲーム「クロスロード」を
貸し出しいたします。ご自分の団体、自治会
等でご活用ください。

おいしく食べて国際交流～その９～
大和駅北口を出てプロムナードの東端を左
に、マインマートを過ぎるとペルー料理店「アル
コイルス」がある。扉を開けると鳥の声がする。
来客の合図だ。10 卓あり比較的広い。ペルー
ゆかりの壁画や装飾、ディスコの映像音楽が雰
囲気を作る。ARCO IRIS とはアーチ・色＝虹と
のこと。ペルー産ビール CRISTAL でサルー
（乾杯）。料理は本格派。オーナーコックのファ
ンさん（日本名：カナシロテツオ、沖縄出身の
両親の下、ペルーで育ち、３人の息子に引か
れて 12 年前に来日）。10 年前に大和に開店。
大和のペルー料理店では一番古い。訪れた土
曜は、厚木に住む日本語ができる長男カルロ
スさんが、日曜は次男さんが手伝うとのこと。月
から金曜はファンさんひとり。友人、知人が応
援するが苦手な日本語の接客。我々はボラン
ティアの伊東さんにスペイン語の通訳をお願い
して、異国を体感？他のテーブルでは、ペル
ー人と日本人が入り混じっての“おいしく食べ
て国際交流”が繰り広げられていた。

＜メニューは
メニューは本格派、
本格派、その一部
その一部＞
一部＞
・CEVICHE（ｼｲﾗ･ﾀｺ･ｲｶの辛子レモンソ
ース和え）
・LOMO SALTADO（牛肉ポテト玉ねぎト
マト炒めﾗｲｽ付）
・1/2POLLO A LA BRASA（1/2 ﾁｷﾝﾛｰｽ
ﾀｰﾎﾟﾃﾄﾌﾗｲｻﾗﾀﾞ）
＜スペイン語
スペイン語で一言＞
一言＞
・オラ（こんにちは）、
・リコ（おいしい）、
・グラシアス（ありがとう）
＜ペルーといえば
ペルーといえば・・・
といえば・・・＞
・・・＞
面 積 は 日 本の ３ 倍な のに 人口 は ２
割、アンデス山脈を抱えアマゾン上流の
平原が広い、インカ文明、マチュピチュ
遺跡、ナスカの地上絵、インディオが全
人口の半分、日系人も少なくない、スペ
イン語が主流。

＊（財）大和市国際化協会発行「エスニック・
ねっと」参考

＜次回は
次回はベトナムレストラン「
ベトナムレストラン「サイゴンフレイヴァ」
サイゴンフレイヴァ」で
交流します。
します。ご一緒しませんか
一緒しませんか？＞
しませんか？＞

－ ３ －

今年の
今年の“カッコーフェスタ”
カッコーフェスタ”のテーマは
テーマは

『やまとっこ☆
やまとっこ☆あつまれ』
あつまれ』
11 月８日(土)、９(日）開催
カッコーフェスタの
カッコーフェスタのシンボル
カッコちゃん
カッコちゃん

活動だけじゃ
活動だけじゃ物足
だけじゃ物足りない
物足りない。
りない。
交流しなけりゃ
交流しなけりゃ始
しなけりゃ始まらない。
まらない。
活動（
活動（カツドウ）
カツドウ）と交流（
交流（コウリュウ）
コウリュウ）を
まとめて“
まとめて“カッコー（
カッコー（活交）
活交）フェスタ”
フェスタ”

「市民活動をしているたくさんの人たちと情報交換したい」という希望が寄
せられ、テーマを、『やまとっこ☆あつまれ』としました。
第 1 回実行委員会を 7 月 26 日（土）15：00～17：00 に開催します。
参加を希望される団体が集まって、企画を練り、まつりを盛り上げていく
第一歩です。さあ、参加して交流のはじまり、はじまり。
。

大和市民活動センター
大和市民活動センターの
センターの
【 ある日
ある日ある時
ある時 】 ～その２
その２～
7 月 3 日（ 木） 晴れ
なないろばたけ農場のこども畑で、子ども
たちに種を植えるところから収穫までを体
験させたいと、頑張っているメンバーが麦
刈りの帰りにセンターに寄られた。
バーベキューのときに畑で採れたとうも
ろこしなどを持って、親子で参加してくだ
さいと、伝えた。どんな野菜たちを持って
参してくれるのか、どんな笑顔に会える
のか、楽しみです。

泉の森にそびえ立つ風車をご存知ですか？
そこに立てかけてある看板に、「あの手この
手」の表紙絵を描いてくださっている「ノース
アイランド 2 号さん」の絵をみ～つけた。
他にもあるか探してみてください。散策が楽
しくなりますよ～。

今年は猛暑になりそう。来年以降も？
ノーコンの社会現象、ジワジワ迫る異常気象、
人間のコントロール範囲を超えてしまってい
るようだ。今在ることを一所懸命感じよう。
小さな力だが確かに行動して。（浅見正明）

7 月 4 日、センターの Web-site がリニューア
ルしました。情報量も増え更新が大変です
が、なるべく新鮮な情報をお届けできればと
思います。(中山みゆき)

６月末に渋谷西健康福祉センターの開所式
に参加しました。その場所は以前、渋谷西自
治区の事務所があった所です。形は違っても
地域に開かれた福祉拠点であることが確認で
きました。大和市民活動センターも市民活動
団体に必要とされているか、自問しています。
（関根孝子）
もう 7 月・・！暑い・・。
同時進行で、いくつも事業が進んでいる。
今月はカッコーも準備が始まった。
11 月まで、ガンバロー。（山田裕子）
夏のイベントの準備がはじまりました。現在ボ
ランティアの調整中、高校生ボランティア・新
しいボランティア、イベントの前に人と人との
交流やふれあいが生まれています。なんと
気持ちのあたたかい人が多いのでしょう。
（櫻井貞代）

「あの手
あの手 この手
この手」 第 1８号

梅雨明け前から、連日真夏日が続いて
いる。当センターでも、夏のイベント、秋
のイベントなどの準備で、天候と同様、
連日熱いスタッフの議論の戦いがつづ
いている。（松村襄）
「暑いですねー！」の挨拶となりました。
子どもの頃の７月毎日は先生・生徒全員
揃って海での授業？です。市内の中高校
が暗黙の陣取りで浜に並びます。東京の
寮生徒は坊ちゃん刈で海パン。地元は坊
主にフンドシ。さてもっと暑い国では
裸？・・・いえいえ、冷房をガンガン効か
せ、背広にネクタイの堅苦しい会議でし
た。やはり自然に逆らうのは不自然です
ね。（望月則男）

「センター」前の歩道にツツジの植え込みが
ありますが、これが伸び放題。ほとんど手入
れがされていなかったので、剪定のこぎりと
刈り込みはさみを購入して、3 日がかりで刈り
ました。さっぱりしました。「センター」の掲示
板がまわりからよく目にはいるようになりまし
た。広く知らせる係＝これも広報担当の仕事
なんですね。（小杉皓男）

発行日・
発行日・２００８年
２００８年７月１９日
１９日

人それぞれに与えられた才能は様々で、
“天は２物を与えず”という言葉に異議を
唱えたい人がたくさんいらっしゃるのも事
実です。あれもこれもといくつもの才能に
恵まれている人がわたしのまわりにもいら
っしゃいます。人間としての魅力に溢れた
人と関われる幸せを感じる毎日です。
（石川美恵子）
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