
 

 

  

         

         

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

●今今今今からからからから 17171717 年年年年ほどほどほどほど前前前前（（（（1991199119911991 年年年年））））のののの大和市大和市大和市大和市のののの街街街街のののの姿姿姿姿・・・・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                                                                                                 

           
 
  
 

 

                          

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

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 1111９９９９号号号号    2008200820082008 年年年年８８８８月月月月 1111５５５５日発行日発行日発行日発行    

    

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－ 

神奈川新聞に田中清隆さんが連載された「大和市二十四
景」⑦1992 年 12 月 19 日付けに「南林間駅は、もとは南林間
都市駅となっていた」とあります。また小田急の創立当時の
利光社長が京都のようにという希望をもって、駅付近を一条
通りから始まって九条まで整然と碁盤の目のような都市計画 
 

をされたとも記しています。 
今の二条通りの商店の並び、カラフルな各種広告、電
柱、電線がつくる景観とひっきりなしのクルマの交通は
いわゆる思い描いた「京都の景観」からは遠くなってしま
ったようです。 

＜＜＜＜同封同封同封同封されているものされているものされているものされているもの＞＞＞＞    ●●●●連続共育連続共育連続共育連続共育セミナーセミナーセミナーセミナー第第第第 14141414 回回回回「「「「公園公園公園公園からひろがるからひろがるからひろがるからひろがるコミュニティコミュニティコミュニティコミュニティ」」」」、、、、第第第第 15151515 回回回回「「「「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のきのうのきのうのきのうのきのう、、、、きょうきょうきょうきょう、、、、あしあしあしあしたたたた」」」」のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

                                                                            ●●●●カッコーフェスタカッコーフェスタカッコーフェスタカッコーフェスタ‘‘‘‘０８０８０８０８「「「「やまとっこやまとっこやまとっこやまとっこ☆☆☆☆あつまれあつまれあつまれあつまれ！！！！」」」」のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

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 2222１１１１号号号号 2008200820082008 年年年年 10101010 月月月月 15151515 日発行日発行日発行日発行    

 大和市民活動センターでは「活動だけじゃ物足りない！
交流しなけりゃ始まらない！」を合言葉に、市民活動団体
交流まつり（活動・交流→カッコー）を毎年開催し、今年で３
回めです。 
 11 月はセンター開館の記念月であり、また「やまと産業フ
ェア」と同時開催するのは、その交流が団体同士にとどま 

らず、多くの市民と出会い、市民活動を体感してほしい 
からです。 
 今年のテーマは「やまとっこ☆あつまれ！」 
“やまと”で活躍する市民活動団体、市民がたくさん集ま 
るのを楽しみにしています。 

【拠点やまと】会長 関根孝子 
 

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪第第第第３３３３回市民活動団体交流回市民活動団体交流回市民活動団体交流回市民活動団体交流まつりまつりまつりまつり♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪    

カッコーフェスタカッコーフェスタカッコーフェスタカッコーフェスタ    ‘‘‘‘０８０８０８０８    「「「「やまとっこやまとっこやまとっこやまとっこ☆☆☆☆あつまれあつまれあつまれあつまれ！」！」！」！」        

 
11/8(土)、9(日) 待ってるよー 

 

カッコーフェスタカッコーフェスタカッコーフェスタカッコーフェスタののののシンボルシンボルシンボルシンボル        
カッコカッコカッコカッコちゃちゃちゃちゃんんんん 

11/811/811/811/8（（（（土土土土))))    11/911/911/911/9（（（（日日日日))))    2222 日間開催日間開催日間開催日間開催    

        南林間二条通南林間二条通南林間二条通南林間二条通りりりり        絵絵絵絵・・・・田中田中田中田中    清隆清隆清隆清隆 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
－２－ 

<<<<体験体験体験体験したいしたいしたいしたい人人人人はははは…………>>>>    
★パソコンを使って 

CG（コンピュータグラフィック）          
の世界で遊びましょう。 
印刷したものをお持ち 
帰りできます。（実費） 

★新聞紙で作るスリッパ、トイレは災害時に役立ちます。 
   作り方を教えます。 

★セラピー犬との触れ合いができます。 
★おりがみコーナーでは折り方を教えてもらいましょう。 

<<<<高校生高校生高校生高校生がががが魅魅魅魅せますせますせますせます>>>>    
★高校生による「書道吟」の実演があります。 

   （書道吟とは、詩吟を吟じているそばで書をかくこと） 

<<<<販売販売販売販売>>>>    
★野菜、手作りお菓子の販売で地産地消が実現。 
★地域作業所で作ったトンボ玉、織物など。 
★コーヒー販売はフェアトレード品だよ。 
★エコぞうりなどの手づくり品。 

<<<<展示展示展示展示>>>>    
★水槽に入れた川の生物を観察できます。 

 

ふりかえってみるふりかえってみるふりかえってみるふりかえってみる「「「「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」」」」    
・パネルパネルパネルパネル展示展示展示展示～～～～写真写真写真写真でででで見見見見るるるる出演団体出演団体出演団体出演団体～～～～    

これまでに出演した４８団体すべて見せます。 

・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にににに「「「「やまとっこやまとっこやまとっこやまとっこ☆☆☆☆あつまれあつまれあつまれあつまれ！！！！」」」」 
「放送では言い足りなかった」 
「他の団体の活動を知りたい」との意見が出されました。 
今年のカッコーフェスタでその想いを実現させます。 
パーソナリティのジョニーさんも参加しますので、気軽に 
話し合いの輪に入って、交流を深めてください。 
［FM やまと］に出演した人、これから出演を予定して 
いる人、予定していない人も、“やまとっこ☆あつまれ！” 

日時：11/8（土）の１５：００～１６：００ 
場所：市民活動センターのフリースペース 

 

    
＊＊＊＊    カッコーフェスタカッコーフェスタカッコーフェスタカッコーフェスタ‘‘‘‘０８０８０８０８    参加団体一覧参加団体一覧参加団体一覧参加団体一覧    ＊＊＊＊    

                                                                                                    （50 音順） 

おりがみサークル 
子育て支援「やまと虹の色」 
生産者と消費者が手をつなぐ会やまと 
食のアトリエ 
丹沢自然学校 
なないろばたけ農場 
パパボラやまと 
引地川里川ネットワーク 
PC フォトクラブ 
やまと災害ボランティアネットワーク 
大和地区日中友好協会 
かながわ「非行」と向き合う親たちの会 

 
NPO 法人「サポートハウス ワン・ピース」 
NPO 法人「神奈川県アニマルセラピー協会」 
NPO 法人「ナルク横浜」 
NPO 法人「大和障害者地域生活支援ネットワーク」 
NPO 法人「大和市腎友会」 
NPO 法人「WE２１ジャパン大和」 

 
柏木学園高等学校 
大和市立引地台中学校 

 

わたしたちもわたしたちもわたしたちもわたしたちも準備準備準備準備してましてましてましてま～～～～すすすす（（（（高校生高校生高校生高校生・・・・中学生中学生中学生中学生））））    

★書道吟を披露する当日に向けて練習を重ねています。 
袴姿にも注目してください。 
（柏木学園高校、詩吟・書道部） 
8 日（土）、9 日（日）１３：３０～です。 

★おりがみをせっせと折って、センターに届けています。 
  当日はいっしょに作品を作るのを楽しみにしています。 

（柏木学園高校 1 年 中村 茜） 
★センターのフェンスに飾る絵を制作中です。 

（引地台中学校、美術部） 

パパパパネルネルネルネル展示展示展示展示でででで活動活動活動活動をををを紹介紹介紹介紹介    

登録団体の活動内容をパネルにして、会議室や 
フリースペースに展示します。 
名前は知っているけど、何をしている団体かし
ら？なんて思っていた人たちに活動を知っていた
だくよい機会です。各団体が工夫して展示します
ので、 
是非、ご覧ください。 

クイズラリーもあるよ 
コルクボードに問題を貼り付けます。 
何ヶ所あるか探しながら、問題を解い
てみてね。 
景品は何か、お楽しみに。 

参加参加参加参加したみなさんとしたみなさんとしたみなさんとしたみなさんと交流交流交流交流をしましょうをしましょうをしましょうをしましょう    

「カッコーフェスタ 交流会」を開催します。 
お互いの活動を知り合って、これからの活動に元気が出る 
ような交流会にしたいと思っています。是非、ご参ください。 

日時：11/9（日）の１５：００～１６：００ 
場所：市民活動センターのフリースペース 

11/8(11/8(11/8(11/8(土土土土) 9() 9() 9() 9(日日日日))))    開催開催開催開催    

 



 

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        あるあるあるある日日日日のののの会話会話会話会話    
 

－３－ 

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］～］～］～］～そのそのそのその２２２２～～～～    
9999 月月月月 22222222 日日日日（（（（月月月月））））    
入り口のドアーが開いて開口一番 
「ホッとするのよねー。ここに来ると」 
と言われ、「また、また、おじょうず言
って」と返したら、「ほんとにホッとす
るのよ」と至極まじめに答えていた
だき、私たちの対応がまんざらでも
ないのかな？と、気をよくしていま
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］～］～］～］～そのそのそのその３３３３～～～～    
9999 月月月月 27272727 日日日日（（（（土土土土））））    
「ちょっと聞きたいことがあって来た
んだけど」と近所のおばあちゃんが
久しぶりに来館。「大正 15 年生まれ
は今年で何歳か教えて」と言いなが
らしっかりとご自分で計算している
のです。近況を話したくていらしたん
だ、と納得しました。 

第第第第 13131313 回共育回共育回共育回共育マネージメントマネージメントマネージメントマネージメント    セミナーセミナーセミナーセミナー    

「「「「知知知知ればればればれば知知知知るほどるほどるほどるほど    おもしろいおもしろいおもしろいおもしろい大和市大和市大和市大和市ですですですです」」」」をををを開催開催開催開催しましたしましたしましたしました    

「タウンニュース・大和版」。毎週１回金曜日発行。 
「人物風土記」をはじめてかれこれ 10 年・400 人以上の
「人」が紹介されたという。そろそろネタ切れかと思って
も、決して、そんなことはない。次から次へと大和市には
面白い「人」が登場してくる。という。1 行 12 文字×65 行
の世界できりっとまとまった次の「人物風土記」が楽しみ
になってきました。（T.K.）                   
 

今回、取材の実践編をやってみると、
聞いてみたいことがいろいろ浮かんで
きて、普段はお聞きすることのないこと
も伺うことができ、楽しかったです。人
を取材することの楽しさが少しわかりま
した。（M.N.） 

タウンニュース社の長谷川あい子さんを囲んで、楽しく色々
なことに興味が湧いてきました。取材・インタビューを通じて
人に対して、活動に対して、相手だけでなく自分も広がって
いく気持ちになりました。これからの活動や生活がこんな雰
囲気から広がっていくのは素晴らしいと思いました。（N.M.） 
 

話下手であまり人と交流しない私にとって
は、とても楽しく勉強になりました。みんな
のインタビューの発表がとても上手で、人
物像をよくとらえて話されるのには感心させ
られました。楽しい有意義な時間を過ごす
ことができました。（R.E.） 
 

ガイドブックガイドブックガイドブックガイドブック第第第第２２２２版版版版をををを発行発行発行発行    

          「大和市民活動団体ガイドブック」を 
配置させていただいてから約１年が
経ちます。３６団体の活動内容を網
羅した第２版を発行します。今回新
たに 5 団体を追加しました。 

 前回お届けした「大和市民活動団体ガイドブックを回収して 
第２版をお届けします。いろいろな場面で活用してください。 
   

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でやりたいことでやりたいことでやりたいことでやりたいこと    
                                                                柏木学園高校柏木学園高校柏木学園高校柏木学園高校１１１１年年年年    中村中村中村中村    茜茜茜茜    

私私私私はははは今年今年今年今年のののの夏休夏休夏休夏休みからみからみからみから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ででででボランテボランテボランテボランテ
ィアィアィアィアをををを始始始始めましためましためましためました。「。「。「。「ワンワンワンワン・・・・ピースピースピースピース」」」」のののの子子子子どもたちとのどもたちとのどもたちとのどもたちとの交交交交流会流会流会流会やややや
「「「「小学生小学生小学生小学生とととと遊遊遊遊んでんでんでんで食食食食べようべようべようべよう」」」」ででででバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューのおのおのおのお手伝手伝手伝手伝いいいい、、、、ピピピピ
エロエロエロエロさんのおさんのおさんのおさんのお手伝手伝手伝手伝いなどいろいろいなどいろいろいなどいろいろいなどいろいろ経験経験経験経験しましたしましたしましたしました。。。。老人老人老人老人ホームホームホームホーム
にもにもにもにも行行行行くくくく予定予定予定予定ですですですです。。。。    
    私私私私のやりたいことはのやりたいことはのやりたいことはのやりたいことは、、、、小小小小さいさいさいさい子子子子どもがどもがどもがどもが好好好好きなのできなのできなのできなので、、、、親親親親がががが仕事仕事仕事仕事
などでなどでなどでなどで家家家家にいないにいないにいないにいない子子子子どもたちをどもたちをどもたちをどもたちをセンターセンターセンターセンターによんでによんでによんでによんで、、、、触触触触れあっれあっれあっれあっ
たりたりたりたり、、、、折折折折りりりり紙紙紙紙やあやとりなどもやあやとりなどもやあやとりなどもやあやとりなども教教教教えてあげたいですえてあげたいですえてあげたいですえてあげたいです。。。。    
 

会議室への通路が 
滝のようです 

第第第第 14141414 回回回回    10101010 月月月月 25252525 日日日日（（（（土土土土））））10101010：：：：00000000～～～～12121212：：：：00000000    
テーマ「公園からひろがるコミュニティ」 
ゲスト：川端 敏雄さん 
     （なかよし公園管理委員） 
場 所：なかよし公園 
    （雨天のときは大和市民活動センター） 

雨漏りがしてたいへん 

こんどはどこだね 

雨が漏ってもこの建物が 
すきなんだけど… 

第第第第 16161616 回回回回    12121212 月月月月 20202020 日日日日（（（（土土土土））））10101010：：：：00000000～～～～12121212：：：：00000000    
テーマ「知れば知るほどおもしろい 

大和市です PART2」 
   ～みんなが知らない国際交流～ 
  ゲスト：長谷部美由紀さん 
      （やまと国際フレンド委員会） 

 

９月２７日（土）１０：００より１１：５０までの約２時間、参加者１２名で開催しました。 
タウンニュース社・大和支社の記者長谷川あい子さんをゲストにお迎えして、「人物風土記」の 
取材を通しての人と人のつながり、記事にまとめる苦労などをうかがった。その後、ふたり一組 
になって取材体験をしました。以下はセミナーに参加した方々の感想です。 
、 

共育マネージメントセミナーはひとつのテー
マで 2 時間、いろいろな切り口で談話がで
き、個人的に勉強になる。その共有が市民
活動を充実させることにもなっていくと思う。 

今回はタウンニュースの取材例を学んだ。出席者同士が対面して
の取材実習は相方の人物像を一部知ることとなったが、その人生
遍歴は独自の特性を持っていて、自らも“まだまだ、これからも頑
張るゾ”の気持ちを持てた。（M.A.） 
 

自分のインタビュー体験では、何を聞いたらいいのかわからず、
とても難しかったのですが、他の方のインタビュー結果が大変興
味ある内容で面白く、たくさんの記事を読んだような気持ちになり
ました。（Y.Y.） 
 

取材対象の以外な一面を聞き出す。
そんな視点が大切なんだということを
学ぶことができた。とても楽しい時間で
した。（Y.S.） 
 

これからのこれからのこれからのこれからの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    

 

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ ★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

第第第第 15151515 回回回回 11111111 月月月月 22222222 日日日日（（（（土土土土））））10101010：：：：00000000～～～～12121212：：：：00000000    
テーマ「センターのきのう、きょう、あした」 
                ～利用団体懇談会～ 
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大和市民活動センター ＜開館・月～土 ９：００～１８：００＞                                                ＴＥＬ：０４６－２６０－２５８６   FAX：０４６－２０５－５７８８  
〒２４２－００２１ 大和市中央１－５－１                               e-mail： yamato@ar.wakwak.com    

URL: http://park23.wakwak.com/~youkoso/ 
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第第第第 41414141 回回回回 9/16(9/16(9/16(9/16(火火火火))))～～～～デジタルフォトグラフデジタルフォトグラフデジタルフォトグラフデジタルフォトグラフのののの楽楽楽楽しさしさしさしさ～～～～    
＜＜＜＜PCPCPCPC フォトクラブフォトクラブフォトクラブフォトクラブ＞＞＞＞    
「コンピューターを習得し、それを応用 
して生活に活かし、結果を小さな窓から 
発信したい」との思いが、グループ 
発足のきっかけでした。2004 年３月 
つきみ野の６本の「けやき」が突然 
伐採された時、残りの 65 本の 
「けやき並木」をどうしても残したい。その思いを会員の
ひとりが、「言葉より一目で違いがわかる写真で訴えよ
う」と、伐採前・後のＰＣ写真を作成しました。「全面伐採
計画変更」に一役かうことができました。ＩＴ時代に乗り遅
れまいと始めましたが、奥が深く終わりがありません。会
員 4 人は自然に行動を共にする機会が増え、勉強会・
撮影会・ウォーキング・旅行と時間が幾らあっても足りま
せん。問合せ ＴＥＬ:046-274-1968 
              
第第第第 44442222 回回回回 9/23(9/23(9/23(9/23(火火火火))))～～～～音楽音楽音楽音楽ってってってって楽楽楽楽しいしいしいしい！～！～！～！～ 
＜＜＜＜大和大和大和大和ウインドシンフォニアウインドシンフォニアウインドシンフォニアウインドシンフォニア＞＞＞＞    
2000 年 10 月に一般バンドとして発足しました。メンバー 
は年齢も仕事も役割もちがう高校 1 年生から５０歳代で 
総勢５５名。演奏会に来ていただくお客さまに心をこめ 
て、演奏をお届けしょうと”和”を大切に練習を重ねてい 
ます。ひとつのステージを創りあげていく過程で”絆”も
生まれてきています。幼稚園や保育園の小さい子ども達
に向けた演奏会を開き、小さいうちから楽器を通して音
楽の楽しさを知ってもらいたいと思っています。 

年 2 回の演奏会と老人ホーム 
訪問などを中心としたイベント 
活動には積極的に参加し、吹
奏楽を通して地域のみなさん
と接点を持ち続けたいです。 
 

 

第第第第 43434343 回回回回 9/30(9/30(9/30(9/30(火火火火))))～～～～思想思想思想思想・・・・信条信条信条信条のののの違違違違いをいをいをいを超超超超ええええてててて～～～～    
＜＜＜＜大和革新懇大和革新懇大和革新懇大和革新懇＞＞＞＞    
団体が発足して５年半。思想信条の違いを超えて「暮ら
しを豊かに」「民主主義の発展」「平和な日本に」の目標
を掲げ、60 名の会員が活動しています。発足以来毎月
９日に「憲法９条を守ろう」と大和駅で街頭宣伝活動を続
けています。勉強会では、食の安全･爆音・環境問題な
どを討議、学習しています。また交流会では、バスツア
ーなどを計画し親睦を図り、会員の絆を深めています。 
年１回の”ライブ＆トーク”は今年度も好評で、多くの
方々から「心に染み入る内容だった」との感想が寄せら
れました。これからも、地道に、大和市の現状、生活環
境をじっくり見つめ勉強し、住みよい街づくりをめざした
いです。 
 
第第第第 44444444 回回回回 10/7(10/7(10/7(10/7(火火火火))))～～～～卓球卓球卓球卓球をををを通通通通してのしてのしてのしてのコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーション～～～～    
＜＜＜＜大和市卓球協会大和市卓球協会大和市卓球協会大和市卓球協会＞＞＞＞    
１９５９年５月発足しました。 
会員数は中学生から社会人ま 
で 400 名。卓球協会の下部組 
織として、レディース連盟部門 
（会員 60 名）とラージボール部門 
（硬球が４４ｍｍと大きめ）があります。 
「卓球愛好者の連絡協調を図り、卓球の 
普及・発展と向上、スポ-ツ精神の高揚、品性の陶冶（と
うや）に資するを以って目的とする」と規約には記してあ
りますが、卓球好きな 400 名の会員が楽しく汗をかいて
います。若い会員は、まだまだ体力も意欲もあるので、
競技として力を入れ技術を身につけ、大会出場を目指
して頑張ってほしい。高齢者は健康を維持し、怪我なく
勝敗にも少しこだわりながら、生涯スポーツとして楽しん
でいます。問合せ ＴＥＬ：046-264-1543 
 

カッコーフェスタ開催まであとわずかです。 

毎日が「あっ」という間の早さで流れてます。 

（山田裕子） 
柏木学園高校にお邪魔した時、詩吟のク

ラブ活動を見学しました。健やかな高校生

達がきちんと挨拶をして、力強く詩吟を歌

い上げ挨拶をして終わる。「物事は礼に始

まり礼に終わる。」と言う言葉をちゃんと実

践していて、とても爽やかさを感じました。

（櫻井貞代） 

団栗（どんぐり）のつぶて空より太古より 瀬川

照子 毎日新聞 10.04 付朝刊「季節のたよ

り」掲載。今の季節、「つるま自然の森」の

植樹地にもそのドングリが無数に落ちてい

ます。「太古より」を一瞬で閉じてしまおうと

する人間の所業って…。（小杉 皓男） 

地面に寝転んで秋の大空、いわし雲をじっと見

てみてください。情報の渦に巻き込まれ、数字

に追われ、コンピューターに馬鹿にされ…。 

頭上のすばらしい空を忘れて、いつも下を見な

がら歩いている自分に気付きます。（望月則男） 

最近のセンターには“老若男女”という表

現が当てはまる様々な人たちが集う。そこ

からつながっていく人と人。センターの本

来の役割が実現しつつある。うれしいこと

です。（石川美恵子） 

「「「「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」」」」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、、、、質問質問質問質問、、、、リクエストリクエストリクエストリクエスト曲曲曲曲などなどなどなど    

［ＦＭ［ＦＭ［ＦＭ［ＦＭやまとやまとやまとやまと］］］］パーソナリティパーソナリティパーソナリティパーソナリティののののジョニージョニージョニージョニーさんあてにさんあてにさんあてにさんあてに送送送送りましょうりましょうりましょうりましょう！！！！    
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新聞や情報番組からは相変わらず暗いニ

ュースが多いが、市民活動センターには明

るさがある。個人の楽しみを越え、世間に

何かを問いかける仲間・登録団体が活動し

ているから。近づくカッコーフェスタを楽し

みにしている。（浅見正明）  

 
「行楽によし、食べ物はウマ

、、
い」季節。｢天高 

く馬肥ゆる秋｣はよく知られた昔の中国(漢) 

の故事。食欲の秋に向けて、｢食の安全
、、、、

」、 

肥満人は「メタボリックシンドローム
、、、、、、、、、、、、

」」など 

体調管理はキチンと行いたいものです。 

（松村襄） 

日本でもハロウィンがすっかり定着し、この

時期、街のあちこちでかぼちゃの飾り物を

見かけます。そんなかぼちゃたちを見てい

たらファミレスで「ぼっちゃんかぼちゃ（北

海道の小さめのかぼちゃ）」を丸ごと一つ

食べてしまいました。体重計はまだまだし

まっておきます。（中山みゆき） 

イベントの秋を迎え、興味のあることはいっぱ

いなのに、身体はひとつ。出不精とは言って

いられないほど土日の予定はビッシリです。

みなさん、芸術の秋、市民活動の秋、そして

食欲の秋を楽しみましょう。（関根孝子） 

♪ 薄紅のコスモスが秋の日の陽だまりに揺れている… 今号の用紙の色はコスモス色にしました。 

♪♪♪♪♪♪♪♪ 

 
パーソナリティの 
ジョニーさん 
 


