あの手この手で考えて、あの手この手で問題解決！
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初めて、銅版画に出会って、さまざ
まな技法にチャレンジした作品（と言え
るかな）。自分の喜びとか、版をこんな
風に傷つけたり、ひっかいたり、こすっ
たりして、プレス機にかけると、こんな
ふうになりました。
過去の作品を見て、無心に銅版と戯
れた、楽しい、このときの自分の気持
ちを思い出しました。
仕事に追われていても、芸術に触
れ、創作する機会を持つことは大切。
毎号、脈絡もない作品が、表紙にお
じゃましてしまいました。失礼いたしま
した。感謝。

作品名「無題」

あなたの活動
あなたの活動をアピールするチャンス
活動をアピールするチャンス！
をアピールするチャンス！
どんなパフォーマンスでアピールしますか？
どんなパフォーマンスでアピールしますか？
日時：

8 月 22 日

（土） 14：
14：00～
00～17:00
場所： 大和市 勤労福祉会館 3Ｆホール
大和市民活動センターに登録の団体交流会です。
当日はＰＲ活動のパネルを並べてお互いの“活動発表”や
輪になって”話し合い”などをします。
市民活動センター発信の輪がどんどん拡がっていきます！
＊詳細ご案内は次号（7/20 発行予定）の「あの手この手」で

5 月 27 日（水）晴れ

“鬼編”小杉さんが講師の「実践編集ミニ塾」の 4 回目を開催。
初めて外部から 2 人の参加があり、参加した人の団体のチラ
シが良い教材になった。新聞、チラシなど、ふだん何気なく見
ている活字やレイアウトが気になってきた。
センスのよい「あの手この手」をめざして、“奮闘努力”の毎日
です。「ミニ塾」はまだまだ続きます。どなたでも参加できます。
編集のイロハが学べますよ。

大和市民活動センターのホームページは
“いつも新鮮”を心がけています。
「あの手この手」も「センター」のホームページ
でご覧いただけます。

URL:

www.kyodounokyoten.com

＜同封されているご案内＞

○

7/27（月）実施の第 23 回 連続共育セミナー「共によりよく生き、育ちたい」 のご案内

－１ －

協働事業提案発表会
6 月 13 日（土）13：00 より勤労福祉会館
３Ｆホールにて「協働事業提案発表会」が
開催され、80 人以上の参加者が気温以上
に会場を熱くしました。
提案発表に対して協働推進会議委員からの
質問、続いて会場参加者からの質問、意見
が出され、担当課との打合せの日程調整を
して、具体的に内容を詰めることになりました。
ポストイットによるメッセージも貼られ、それぞれの事業の
実現に向けて力強い応援となっていました。
今回は市民提案型協働事業提案の新規提案の 4 事業を
紹介します。

市民活動推進補助金公開選考会
6 月 6 日（土）13：00 より市役所５F 研修室にお
いて「大和市新しい公共を創造する市民活動
推進基金」を活用した「新しい公共」の担い手
となる市民活動を支援する補助金の公開選
考会が開催されました。拠点やまと会長の関
根孝子がアドバイザーとして出席しました。
生き生きと暮らせる地域づくりのために市民とし
て何ができるか。応募した団体の想いに会場
の皆が共感し、事業について理解していくプロセスがあっ
たからこそ出た結果は学びの多い納得のいくものになりま
した。 ＜めばえ＞
めばえ＞５万円
・高齢者施設等訪問事業…「夢わかさ連」
・広報活動の充実のための整備
…「NPO 法人 なんでもプラス地域ネット」
・出張保育事業…子育て支援「やまと虹の色」
＜はぐくみ＞
はぐくみ＞２０万円
２０万円
・内山地区の道路アメニティ向上マップづくり事業
…「内山の街づくりを考える会」
・ドラマティックな絵画展開催事業
…「ドラマティックカンパニーｙａｍａｔｏ50」

・生活に役立つ日本語の読み書きを学ぶ『つるま読み書
きの部屋』 …ＮＰＯ法人かながわ難民援助協会
・『大和フィルムコミッション』の立ち上げ・運営
…大和フィルムコミッション準備会
・ドッグラン管理運営事業…結の会
・西鶴間・上草柳に乗合バスを走らせよう！
…乗合バス運行準備会
新しい公共
しい公共を
公共を創造する
創造する市民活動推進基金
する市民活動推進基金とは
市民活動推進基金とは…
とは…
市民の皆さんからの寄付金と、その寄付金と同額（上限
100 万円）を市が上乗せして積み立てる「マッチング・ギフト
方式」を取り入れた、市民と市の協働による基金。

*「こんなに民主的に補助金が決められる事実に感動しました」
「センターとつながりができてよかったです」と、2 団体の方が
それぞれに感想と感謝の言葉を伝えるために来館されました。

中・高生のための
高生のための “この夏
この夏 とっておきのお知
とっておきのお知らせ”
らせ”
ボランティア体験
ボランティア体験

「このゆびとまれっ！
このゆびとまれっ！」

大和市民活動センターの
大和市民活動センターの 7・8 月ボランティアメニューを紹介
ボランティアメニューを紹介

❤ サウンドテーブルテニスのお手伝い
視覚障害者の卓球のお手伝いをしながら交流。
日時：7
7 月 27 日（月
月） 9:00～12:00
8 月 17 日（月
月）13:00～17:00
場所：大和市保健福祉センター １Ｆホール
❤ ＦＭラジオを作って、お年寄りにプレゼント
災害時に公共放送を担う[ＦＭやまと]が聴けるラジオ
を作って、一人暮らしのお年寄りにプレゼントします。
日時：8
8 月 1 日（土）10:00～16：00
場所：大和市民活動センター

6 月２ 日（ 火） 晴れ
「センター」スタッフが、知人からいただいた
というバラの花を大量に持ってきた。
フリースペースのテーブル 2 ヶ所と壁にバラの花を
飾った。来訪の人たちが「まあ、いい香り」「きれいねー」
と言って、しばし眺めている。「センター」全体が潤いのあ
る空間になって、花のもつ力を感じる。
おすそ分けされたスタッフのそれぞれの家も、バラの花
が癒しの空間をつくっていることと思う。

❤「サポートハウス ワン・ピース」の
子どもたちとの交流会
知的障害児と遊んで交流します。
事前に、8
8 月 3 日（月
月）10:30～の滝本理事長の「知的
障害児とのコミュニケーションの取り方」の話を聞くこと
が必須です。
日時：8
8 月 5 日（水
水）14:00～17:00
8 月 7 日（金
金）14:00～17:00
場所：大和市民活動センター
❤「地域家族しんちゃんハウス」で子育て支援
子どもたちといっしょに遊びます。
日時：8
8 月 10 日（月
月）13:00～17:00
8 月 24 日（月
月）13:00～17:00
場所：南林間小学校体育館
（12：30 しんちゃんハウスに集合）
❤ みんなで食
みんなで食べようバーベキューのサポート
子どもも大人もみんなでワイワイ 楽しみましょう。
日時：8
8 月 21 日（金
金）10:00～15:00
場所：なかよし公園
（9：30 に大和市民活動センター集合）

－２ －

★★★★★

「あらゆることに感謝
あらゆることに感謝しての
感謝しての日
しての日々」が
々」が福祉活動の
福祉活動の原点

★★★★★

連続共育セミナーの
回は『福祉とわたし
連続共育セミナーの第
セミナーの第
福祉とわたし』
とわたし』をテーマに
「肉の太田屋」（
太田屋」（大和市福田
」（大和市福田）
大和市福田）店主の
店主の佐藤良雄さんにお
佐藤良雄さんにお話
さんにお話をうかがいました。
をうかがいました。
「お金は必要なだけあればいい」と、寄付をはじめて十数年。
寄付は今年も 1 年頑張れたと確認できること、と淡々と語られた。
「太田屋」さんのおいしいメンチをいただき、心もお腹も充分満たされました。
参加された方たちは、どんな感想をお持ちになりましたか？
★ ”こだわり”を持つ佐藤さんは人に感銘を与える「プロ」
です。マイスター称号を持っていても日本に戻れば資
格なし？ 学歴偏重のおかしな日本です。では逆に US
で簡単に得た国際免許は、切り替えれば「自動車運転
免許証」となっちゃう…(N.M.）
★ 佐藤さんは”ひとに喜ばれることをしたい”という理念を
しっかりもたれている。少し努力をし合えば大きな喜びと
なり、つらいことがあっても良く思えることがあればしのい
でいける。そして、これらは然るべく着実な生活が裏打
ちされていることを知らされた。(M.A.)

★ 私の夢は、そうですねえ…と佐藤さんは語る。高座渋谷の駅
近くで、焼肉屋をもつこと。というのは、来てくれたお客さんから
直接、「おいしかった」という言葉を聞き、その表情を見たいの
です。もちろんこの店で取り扱う焼肉の食材は風通しのよい豚
舎で育てた高座豚。うまくて安心の豚肉。必ずそれはお客さん
に味で伝わるはず。夢を現実にしてたぶん近い将来開店する
お店。「おいしい」と言ってくれるお客さんに感謝する気持ちが
重なって、今年もやってこれたという証（あかし）として、それが
また「寄附」のカタチになっていくのかもしれません。(T.K .)
★ すべてのことに感謝。商売ができること、御飯がたべら
れること、トイレを掃除してくれるひとにも感謝。なんでも
感謝の気持ちをもつこと。という佐藤さんに感銘。翌日
から自身も感謝、感謝と唱えて実践しています。(M.M.）

ともいく

気軽に楽しく話し合う共育セミナー。 意見の中からヒントがうまれる。
次回は６
６月２７日
２７日（土）18：
18：00～
00～20：
20：00 テーマは「仲間を集めたい」です。
ゲストは本紙のイラストでおなじみの望月則男さん。「背広ネクタイおじさん」が
地域活動に加わっての過程・経験をパワーポイントに漫画・イラストを載せて、
きっと愉快な話し合いになります。 また作成のＰＣプログラムの紹介も予定して
います。 『困ったなー、そんな時』 自転車で駆けつけてくれる望月さんです。
＊大和市民活動センター・フリースペースで行います。予約は６月２４日（水）までに。
連続共育セミナーはゲストを囲んで、お茶を飲みながら気楽に話し
合う大和市民活動センター主催の連続無料セミナーです。市民活動
事例・活動に携わるリーダー・団体情報交換・地域活躍の方々、市
民活動を語る・ためになる話・協働や市民活動センターのあり方な
ど、色々な角度から市民活動を語ります。

今年も楽しく
盛り上がろうね

第４回市民活動団体交流まつり
（カッコーフェスタ’０９）
今年は

カッコちゃん

１１月７日（土
土）・８日（日
日）

（カッコーフェスタのシンボル）
カッコーフェスタのシンボル）

＊第２土･日曜日「大和市産業フェア」といっしょです。

市民活動の輪をひろげて行きます。登録団体の皆さんが
企画し、皆さんのパフォーマンスを披露します。
大和市民活動センターの館内・駐車場に皆さんのブースを
設け、市民活動ＰＲをします。
＊ 参加団体の募集は８月末に行います。
8 月 22 日（土）13
13：
13：00～
00～17：
17：00 は登録団体交流会です。
まずは、ここで顔合わせをして、カッコーフェスタに向けて、
”キック オフ”しましょう。
－３ －

6 月 6 日（水）雨のちくもり
日本語教室「かたつむりの会」で日本語を学ぶ人が
４０人ほど「センター」に集う。急に人数が増えたわけ
を講師の方に聞きました。
昨今の不景気で職を失った外国人が、この機会に
日本語を学んで、次の職に就きたいと希望してのこ
と。熱心に学んでいる姿を見て「しっかりね」と心の中
で応援。新しい仕事に就けることを願っています。

Ｆ Ｍや まと
77.7 Ｍ Ｈ ｚ

ホッとスクランブル
大和市民活動センターだより
センターだより
大和市民活動

『やまとっこ☆
やまとっこ☆みつけた 』

隔週(火)生放送 やまとっこ☆
やまとっこ☆み
9 :0 5 ⇒ 9: 50ａ , ｍ ,

（第 74 回から第 76 回までの出演団体）

第 74 回 ～学ぶための楽
ぶための楽しさを求
しさを求めて～
めて～
5/19(火
ひよこの会
会＞
5/19(火) ＜ひよこの

第 76 回 ～かわくだりしながら、
かわくだりしながら、目と体で実感～
実感～
6/16(火
火) <引地川かわくだり
6/16(
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＞

27 年前「育児サークル」として発足。発足当時は、
子育て相談が多くをしめていましたが、子ども達が
成長するのに従い、嫁姑・親の介護・身内の死の
問題が主流になり、他では口に出せない愚痴も会
員の信頼関係の中で語り合えるようになった。帰り
は充たされた気持ちになり「ひよこの会」に参加し
ていて良かったと感じる瞬間だと話していました。

今年 7 月 20 日（月）海の日の『引地川かわくだり』
は２０回を迎える。最初はヒルのたくさんいる汚水
の流れている川の中に入ってゴミをひろったり、浴
槽などのような大型ゴミを引き上げたり大変な思い
もしました。それに応えるように、年々川はきれい
になり、8 種類の魚やハグロトンボ・サギ・カワセミな
どがすみつき、われ先にと、川に入り遊んでいる子
どもたちの様子などを笑顔で話しました。今回の
出演が 3 人とも 2 回目の出演ということで、橋の上
から見る景色と、川に入って見る景色は全然ちが
うと、リラックスした様子で話していました。

第 75 回 ～今 それぞれの思
それぞれの思いを～
いを～
6/2(火
6/2(火) ＜憲法九条やまとの
憲法九条やまとの会
やまとの会＞

今の日本の状況にそれぞれが危機感を感じたこと
が、会の発足に繋がる。いろいろな立場の人を拒
絶しないで受け入れ、いっしょに平和に向けて話し
合い、考えたい。憲法九条の内容を説明するのに
ぴったりの曲が披露されました。１９４７年中学１年
生の教科書に記載された「戦力の放棄」「戦争の放
棄」の条文をテーマにした、『あの日の授業～新し
い憲法の話～』（あさぎとおる作詞・やすかわまこと
作曲）の音楽からも戦争の悲惨さが伝わり、平和の
尊さを訴えていました。
「ホッとスクランブル」は再放送があります。
当日の 15：00～16：00
22：00～23：00 の 2 回
9：05 からの生放送を聞き逃した人は再放送をお聞きください。

ラジオを聴
ラジオを聴いたら感想
いたら感想を
感想を FAX、
FAX、メールで［ＦＭ
メールで［ＦＭやまと
［ＦＭやまと］
やまと］へ。
放送中に
放送中に読まれるかも？
まれるかも？

＜これからの出演団体＞
第 77 回 6/30(火)国際化協会英会話受講者の会
第 78 回 7/ 7(火)大和市子ども会連絡協議会
第 79 回 7/21(火)サポートハウス ワン・ピース
ＦＡＸ ：046046-265265-2777
Ｅ-ｍａｉｌ ：morning@fmyamato.co.jp

やまとっこ☆☆☆☆みつけた★★★★やまとっこ☆☆☆☆みつけた★★★★やまとっこ☆☆☆☆みつけた★★★★やまとっこ☆☆☆☆みつけた★★★★やまとっこ☆☆☆☆みつ

★★★★やまとっこ☆☆☆☆みつけた★★★★やまとっこ☆☆☆☆みつけた★★★★やまとっこ☆☆☆☆みつけた★★★★やまとっこ☆☆☆☆みつけた★★★★やまとっこ☆☆☆☆みつ

やまとっこ
やまとっこ☆
っこ☆みつけた

やまとっこ☆
やまとっこ☆みつけた ★やまとっこ☆
やまとっこ☆みつけた ★やまとっこ☆
やまとっこ☆みつけた ★やまとっこ☆
やまとっこ☆みつけた ★ やまとっこ☆
やまとっこ☆みつけた ★やまとっこ

6/10 梅雨入り。新暦で 6/11～12 頃と
いわれる。地球温暖化の中、同時期は
偶然か、異常なく過ぎるか。梅の実が
熟する頃に雨期に入るこ とが 語源。
（浅見正明）

小生、「実践編集ミニ塾」の名ばかり
塾長。毎週実施。既に 7 回をこな
す。水曜日はすぐやって来る。材料
の仕込み、結構これ真剣。
（小杉皓男）

紫陽花の季節。きれいに色を染め大
きく膨らんだ花も素晴らしいですが、
黄緑の目立たない色で一斉に真っ直
ぐ空を仰ぐつぼみを見て、その凛とし
た美しさにハッとしました。（望月則男）
季節外れの真っ赤な色のつつじが
一輪、濃い緑の集団の中で雨に濡
れていました。足を止めては見たけ
れど何だか複雑で、寂しい感じ。
（櫻井貞代）

いずれがアヤメかカキツバタ。
見分け方は？ 花びらに網の
目模様があるのがアヤメ。

見た目お弁当のように美味しそうな
紙面を目指して編集の勉強は続き
ます。イラスト・写真の配置箇所も大
事と実感。（村山真弓）

今年は心なしか紫陽花の開花が早
い様。夏の訪れは早いかと思いまし
たが予報では冷夏。草木も戸惑いを
感じそうな最近の気候です。
（中山みゆき）
某登録団体の総会に招かれ、出席
しました。活動の内容をお聞きして、
団体の想いを肌で感じることができ
ました。他団体の方たち、声をかけ
てください。（関根孝子）
“人のいいところを探し出す名人”の
友がいます。寝る前に今日あったい
いことを思い出し、朝、目覚めたら、
生きていることに感謝しているとのこ
と。見習わなくちゃ。（石川美恵子）

＊今号の用紙は「そらいろ」。梅雨の晴れ間の青空のように、パっと明るく前向きにいきましょう。

「あの手
あの手 この手
この手」 第 29 号
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