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あの手この手で考えて、あの手この手で問題解決！

この

あの手この手のマークの間のＳはsolution（解決）のＳです。
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大和市民活動センター 拠点やまと 発行

2016年度の表紙は、笹倉鉄平版画ミュージアム主催の
第７回やまと子ども絵画大賞の入賞作品を掲載します。
テーマは「好きな！楽しみな！学校での地域での行事」。
今号は、最優秀賞を受賞した作品です。

２０１６

６月号
【 市民活動にこの人あり】 第３回
引地川の清掃活動に参加してくれたこど
もエコクラブのＯＢ・ＯＧと五味尚生さ ん。

「Let‘s Go 修学旅行」 福島怜さん（つきみ野中学３年）
福島怜さんのメッセージ ： 修学旅行に行く時の楽しさを
ダイナミックな構図と明るい色使いで表現しました。

マイナンバー講習会&イーパーツ
ＰＣ寄贈プログラム説明会開催！

〜被災地から学ぶ防災〜

認定NPO法人イーパーツと、その事務局を務める藤沢市
市⺠活動推進センターのご⽀援で、何かと話題のマイナ
ンバーの講習会と、市⺠活動団体がパソコンを⼊⼿でき
るイーパーツＰＣ寄贈プログラム（申込締切7/10、選
考会7/19、寄贈式8/27）の説明会を開催いたします。

東日本⼤震災で津波の被災者を救いにいくことを放射
能のために止められた消防団。その無念を描いた「無
念〜浪江町消防団物語」の上映会（約50分）を第72
回共育セミナーとして開催します。あわせて熊本地震

日時：６月30日(木)マイナンバー講習14:00〜14:45
イーパーツ説明 14:45〜15:00
会場：⼤和市⺠活動センター（⼤和駅南口から２分）
講師：会田和弘さん（イーパーツ常務理事・事務局⻑）
費⽤：無料（先着25名）
申込：当センターまで（電話 046-260-2586）

日時：７月17日（日）
10:00〜12:00（１回目上映＋お話し会）
13:00〜「このゆびとまれっ！」オリエン

アニメ映画「無念」上映会

に⽀援に⾏った⽅のお話もうかがいます。参加費無料。

15:00〜２回目上映／主にオリエン参加者向け
会場：勤労福祉会館3階ホール（鶴間駅下⾞徒歩6分）
申込：当センターまで（電話 046-260-2586）

第70回共育(ともいく)セミナー／５月10日・23日
日

「居場所」先進地 希望が丘
見学ツアーを開催しました。

「まちづくりワークショッ プ」３回シリーズ から発展した企画「居
場所」見学ツアー。同内容で２回開催し、両日とも定員となる
人気でした。 寄付された衣料・雑貨の販売収益でアジ ア女
性の自立支援をしているＷ Ｅショッ プ旭を見学後、 順次４カ
所の居場所を訪問し、責任者から生の声をお聴きしました。

❶Mana House 旭区中希望が丘102プライムビル2F B TEL 045-744-8603
045
個食化が進む時代、ともに食事を作ったり食べたりすることの⼤切さに注目
ともに食事を作ったり食べたりすることの⼤切さに注目
し、食を通じた新たな居場所を目指すシェアキッチン。開設したのは元ス
開設したのは元ス
クールカウンセラーで栄養士の笹尾郁美さん。市の空き店舗活用事業の支援
市の空き店舗活用事業の支援
も受け、2014年11月にビル２階にオープン。⾒学会の夜には２回とも郁美
⾒学会の夜には２回とも郁美
さん⼿作り特製カレーを食べながら交流会を開催。本音ベースでの話から
本音ベースでの話から、
運営に対する新たなアイデアなども飛び出しました。
▼３階では、箸作り講座で使う材料やツールを準備中でした。

５月10
10日（火）
19名参加
名参加

▲大きなキッチンテーブルに、左側には畳の小上がりも。

❷コミュニティ工房クリエ
コミュニティ工房クリエ
旭区中希望が丘106-17 TEL 045-459-6358
ＤＩＹレンタルスペースとして
ＤＩＹレンタルスペースとして2013年９月オープン。ハウスメンテマス
ター検定を実施する日本ハウスメンテナンス協会会員を中心にナイトバー跡
地を⾃⼒で⼤改装
地を⾃⼒で⼤改装。今春から「男の居場所」をコンセプトに。６月19日開催
の箸作りセミナーの講師の⼀⼈平沼芳⼦さんはここの事務局⻑で
の箸作りセミナーの講師の⼀⼈平沼芳⼦さんはここの事務局⻑で、⼤和市在
住の「マスター
マスター」は「ハウスメンテ⼤和」として補助⾦事業で活躍中と何か
と⼤和市とはご縁があります
と⼤和市とはご縁があります。最近工具は３階(写真)に移し２フロア体制に。
❸希望（キボ）カフェ
旭区中希望が丘93-10 TEL 045-465-4169
4169
バス通りに⾯した⽴地で、2007年から空き店舗活用事業を活用し
年から空き店舗活用事業を活用し「キボカ
フェ」として開設していましたが、神奈川健康⽣きがいづくりアドバイ
神奈川健康⽣きがいづくりアドバイ
ザー協議会が中心になり2014年１月にリニューアルオープンし現在３代目
年１月にリニューアルオープンし現在３代目。
各種⼿工芸教室などを多数開くとともに、レンタルＢＯＸでの展示
レンタルＢＯＸでの展示・販売
も積極的。ホームカーリング⼤会ほか夏休みにはこども教室も開催
ホームカーリング⼤会ほか夏休みにはこども教室も開催。「高
齢者だけでなく多世代の交流も目指しています」と理事⻑の⽥⼝良⽣さん
と理事⻑の⽥⼝良⽣さん。
▼家としてのぬくもり、手作りの温かさを大切にしています。

５月23日（月）
日（月）
20名参加
名参加
▲レンタルBOXには、さまざまな手工芸品など並んでいます。

❹ハートフル
ハートフル・ポート
旭区南希望が丘58 TEL 045-777-8159
⼆世帯住宅の１階を⾃費で改装し
⼆世帯住宅の１階を⾃費で改装し2014年６月にオープンした⾃宅カフェ。20
年近くここに住み
年近くここに住み「地域への恩返しの気持ちもあって」とオーナーの五味真
紀さん。「美味しい食事があるところには⼈も集まる
美味しい食事があるところには⼈も集まる」とランチ充実。平日
４日間の10〜
〜17時だけの営業ですが、１年半290日の営業で5075名が来店
（１日平均17
17.5⼈)。⼤⼈のための絵本カフェやミニコンサートなども開催。

参加者には居場所をまさに作ろうとしている人も何人かおり、 質
問も家賃や収支など運営に関するものばかり。 質問者も申し訳
なさそうでしたが、お金の話になりがちでした。その点、 ネックと
なるのはやは り家賃。 苦労されて いるところも多いな か、 「家賃
ゼロ」 の自宅カフェ「ハート フル・ポート」には注目が集まりました。
。

７月２日（土） 10:00〜11:00

協働事業 公開プレゼン開催！

運営者の五味さんからは 、 持続可能な活動にするためには、
「想い」「経営感覚」「社会とのつな がり」の３つのバ ランス が大切
との話をうかがいました。 常設の「 居場所」運営には、 想いやボ
ランティア精神だけでは難しく、 経営感覚もあわせ持つ必要が
あることを、みんなはっきりと認識したようです。

平成29〜31年 度実施の協働事業 提案の公開プレゼ ンテー
平成
ションが開催されます
ションが開催されます。今回は新規提案はありませんでし
たので
たので、再提案をいただいた下記2件がプレゼンを⾏います。

・NPO法人大和市腎友会
日時：７月２日(土) 10:00〜11:00
「障がい者と地域住⺠とのふれあい体験活動を通じた
会場：勤労福祉会館３階ホール（鶴間駅から徒歩６分）
共助・共⽣社会の実現を目指す事業」
申込：不要。直接会場にお越しください（参加費無料）
）。 ・Lick Luck 「入院患者さんの『癒しの場』提供事業」

お気軽に！
定例相談日

◆市 民 活 動 相 談＝６月13・27
27日(月)・７月11日(月)
◆ボランティア相 談＝６月11・25
25日(土)・７月９日(土)
◆パ ソ コ ン 相 談＝６月14・28
28日(火)・７月12日(火)

※毎月第２・４月曜の10～17時
※毎月第２・４土曜の10～17時
※毎月第２・４火曜の14～17時

※予約不要ですが、事前に電話予約していただいた方が、お待たせすることもなく確実です。
予約不要ですが、事前に電話予約していただいた方が、お待たせすることもなく確実です。

すべては川のおかげでつながった

【市民活動にこの人あり】 第３回

引地川 水とみどりの会
５月28日、引地川水とみどりの会の清掃活動に参加した。こ
の日は、柏木学園の高校生15名、こどもエコクラブOB・OG
２名を含む27名が集まった。川は予想よりきれいで、毎月清
掃を長年してきた成果と感じたが、よく見るとゴミはまだま
だ見つかり、継続することの必要性を実感。途中、やはり活
動中の柳とあそぼう引地川実行委員会のメンバーと合流し、
「海のゴミの７割は実は川からのゴミ」といった話を全員で
うかがった。いま引地川は、ふるさとの川として、多くの人
に愛され守られている。
水とみどりの会事務局長の五味さんは、藤沢生まれだが、５
歳のときからずっと大和市民だ。自治会には積極的に参加し、
役員を務めていた2003年。「引地川には自転車ほかゴミが
たくさん落ちていてどうにかしたいな」と役員３人で話して
いたことが事の始まりだった。当初、川をきれいにするのは
行政の仕事と思い込み撤去依頼をするも、なかなか自転車を
片づけてはくれない。ならば、すぐ持っていけるようにと引
き上げた。そこからどうせなら他のゴミも自分たちで片づけ
ようと有志を募り定期的に清掃活動を始めることに。翌年、
費用を出し合い清掃用具類を購入。自治会から独立して始め
たのが引地川水とみどりの会だ。

五味尚生さん

カッコーフェスタや環境展などで活発に発表し 、壁新聞コン
テストでは県代表に選ばれるほどに 。川清掃は大人が主役だ
が、発表は子どもたちが主役だ。会も永年の活動が評価され
2015年には県の美化運動推進功労団体として表彰された。
実は五味さん、お子さんはおらず、必ずしもこども好きでも
なく、当初はこどもたちを相手に何かをやることに自信がな
かった。環境学習で学校に行ったときも緊張しっぱなし だっ
たとか。しかし、いまではこどもたちに慕われ 、五味さんに
会いたいと遠くからやってくる子もいる。
五味さん曰く「すべては川のおかげです。川があったからこ
そ、いろんなつながりが生まれ、こどもたちとも楽しく過ご
せるようになったんです」。市民活動はいくつも掛け持ちす
る人が多いなか、五味さんはまさに川の流れのように川一筋。
しかし、川の取り持つ縁で清掃活動は海にまで広がっている。

始めた３人の約束は無理に協力を求めないこと 。しかし、そ
れがよかったのか、次第に協力の輪がひろがり 、子連れ参加
者も増えてきた。折しも環境省がこどもエコクラブ支援プロ
グラムを推進中。「大人が捨てたゴミを子どもに拾わせるだ
けでは申し訳ない。こどもたちの気持ちを発信できる場を」
との想いから、2008年にはこどもエコクラブを発足させた。
▲五味さん（右下）は絶えず全体に目配せを怠らない。

イ ベ ン ト・募 集 情 報
地震対策・家の修繕講座

柳とあそぼう引地川・引地川かわくだり実行委員会

家の簡単な修繕なら自分でしませんか?

トンボの調査などを通じ、川に親しもう！

いつ発生するかわからない大地震。事前に対策しておかない
と、家族を怪我や事故から守れません。正しい知識と技術を
習得して、地震後も住み続けるこが出来る家にしましょう。
この講座では、家の簡単な修繕なら自分でできるようになる
ことを目指します。なお、この事業は、大和市の市民活動推
進補助金の助成を受けて実施しています。

柳とあそぼう引地川では、トンボとハグロトンボの調査 ・自
然護岸の草刈りを、かわくだり実行委員会では、魚類調査を
しながら川のゴミ拾い・かわあそびを行っています。川に親
しむにはいい季節です。参加されたい方は事前にお電話を。

日時：6月18日（土）13:00～17:00
会場：つきみ野学習センター 304講習室
※つきみ野駅から西へ徒歩５分
内容：①正しい家具転倒防止の方法講習
②ガラスフィルムの貼り方実習
③網戸の張替実習
④電動工具の使い方実習
会費：500円（材料費など）
主催・申込：ハウスメンテ大和／茂木 TEL 046-267-1599

綾瀬の100mの土手にコスモスを植えよう

日時：◆トンボ調査／６月16日(木)・７月21日(木)
９:45御嶽橋（福田７丁目）集合～13:00泉の森解散
◆ハグロトンボ調査／７月２日(土)・ ８月６日(土)
９:45➀御獄橋集合～12:00山王山公園解散
９:45②草柳親水護岸集合～12:00ふれあい広場解散

◆ふれあい広場 自然護岸の草刈り／６月25日(土)
10:00ふれあい広場右岸側集合～12:00解散
◆第27回かわくだり／７月23日(土) ※7/16から変更
➀川のぼり隊／8:45御獄橋集合～13:00ふれあい広場
②川あそび隊／10:15ふれあい広場集合～13:00解散
問合・申込：いずれも TEL 090-2527-8438（飯塚）

「ゴーゴーコスモス大作戦」に参加しよう。
。

毎年秋には、綾瀬市のニッコーさんの畑の土手は綺麗なコス
モスが満開になります。この日は種から育てたコスモスの苗
を植えます。現地案内図は、センターＨＰ登録のチラシを。
日時：６月18日（土）10:00～12:00（現地集合・駐車可）
会場：綾瀬市深谷南１丁目のニッコーさんの畑
コミュニティバス深谷南１丁目。ロピア綾瀬店西側
主催：畑ふらわーボラの会・㈱ニッコー
問合・申込：小宮山 TEL 046-264-7434

６月１日（水）／晴れ
ＮＰＯ団体が主催するイベントのチラシを持参した男性。
「ここは気軽に寄れていいですね 。やはり、人が集うの

には理由がありますよ。来てよかったと、いつも思える
スタッフに感謝です。」とお褒めの言葉。当たり前のこ

とを当たり前にしているだけなのに・・・。

ＦＭやまと

やま もり ☆ホッとスクランブル
大和市民活動センターだより

77.7 ＭＨｚ

『やまとっこ
やまとっこ☆みつけた』

再放送 15時～ 21時～

録音ＣＤが大和市民活動センターにあります
録音ＣＤが大和市民活動センターにあります。

第266回◆5月3日放送分

第267回◆５月17
17日放送分

第268回◆５月31日放送分

⾼齢者がテープを切る姿は感動的

新しい⿂発⾒は私たちへのご褒美

セカンドライフに最⾼の幸せを

ＲＵＮ伴(とも)＋やまと実⾏委員会

RUN伴(とも)は、認知症になっても安
心して暮らせる街づくりを目指し、本
人も家族も伴走者もいっしょに走って
たすきをつなぐイベントです。実際は
歩いたり⾞いすを押したりと参加の仕
方はそれぞれ。NPO法人認知症フレン
ドシップクラブが2011年に北海道で
始め、翌年は東京まで、その翌年は⼤
阪までたすきをつなぎ、今年は沖縄ま
で縦断予定とか。2013年に町⽥・御
殿場間を担当した野間さんの呼びかけ
で、⼤和版実⾏委員会が昨年11月に
13人で発足しました。５月21日には
引地台公園のゴールを目指し市内5か
所からスタート。「入院していた高齢
者がゆっくり歩いて病院の前でゴール
テープを切った瞬間の姿が感動的でし
た」と看護師で副実⾏委員⻑の溝⼝さ
んは語りました。

柳とあそぼう引地川実⾏委員会

引地川かわくだり実⾏委員会が川のご
み拾いや川に親しむ活動を始めたのは
1990年。この時市⺠が市に提出した
この時市⺠が市に提出した
要望書がきっかけでコンクリート護岸
を剥がし、⾃然の流れを取り戻した⾃
⾃然の流れを取り戻した⾃
然護岸のふれあい広場が誕生しました
然護岸のふれあい広場が誕生しました。
市⺠の声による護岸だから市⺠で守ろ
うと1995年から活動しているのがこ
年から活動しているのがこ
の会です。護岸を守る柳を植え
護岸を守る柳を植え、枝の
剪定や草苅を⾏うほか
剪定や草苅を⾏うほか、⿂類調査もし
てきました。「新しい⿂も発⾒でき種
新しい⿂も発⾒でき種
類が増えているのが私たちへの御褒美
です」と話してくれたのは武志さん
と話してくれたのは武志さん。
「初めはメダカしかいなかったのが
初めはメダカしかいなかったのが
2010年にはアユを確認
年にはアユを確認。⼤水が出た
時に登って来たのかも
時に登って来たのかも。不思議がある
から続けて来られました
から続けて来られました」と飯塚さん。
⼤和市の生き物ハンドブック第１弾
「水辺のいきもの」
」も作成しています。

ハウスメンテ大和

日本ハウスメンテナンス協会で講習を
受け試験に合格したハウスメンテマス
ターは、家具の転倒防止、ガラスの飛
散防止フィルム貼り、網⼾やふすま、
障子の張り替えなど、さまざまな家の
修繕を⾏っています。近隣住⺠の要望
に応え「電話を受けたらすぐ伺うを
モットーにしています」と会⻑の茂⽊
さん。副会⻑の澤⽥さんは「定年退職
されＤＩＹに興味をお持ちの方、セカ
ンドライフを人助けに活用しません
か？」と呼びかけました。「悠々⾃適
もいいですが、人のために何かをする
ことが最高の幸せかもしれません」と
も。「シニアが『非武装』で他人のお
宅へ⾏くのはまずいのではないかと思
い検定制度を作りました」と語ったの
は、同協会事務局の平沼さん。当セン
ター主催の箸作りの講師も務めます。

＜６月の出演団体＞ ※出演希望の団体を募集中！
出演希望の団体を募集中！ 詳しくは当センターまで。
第269回◆６月７日放送
いきいきフォーラム草の根支援

第270回◆６月21日放送
回想法プランニング

ネパールに移住し支援活動をしているＯＫバジさんの
帰国報告会を毎夏開催（今年は7/19に決定)。ネパー
ル紅茶の販売などを通じて、活動を応援しています。

心のリハビリとも⾔われる「回想法」を高齢者施設
や地域に広める事業を⾏っています。ただいま「回
想法リーダー養成講座」４回コースも開催中。

★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☆

★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☆

＜出演しました！＞

第1.3.5(火)9～10時

※FMやまとは、ネットにつながったPCなら、世界中どこでも聞けます。
なら、世界中どこでも聞けます。→ＦＭやまとホームページの「ネットラジオ」をクリック！
★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
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☆
◆手書き「あの手この手
あの手この手」、漫画スケッチ、
チラシ「たたき台」などを書棚で⾒つけまし
などを書棚で⾒つけまし
た。2004年11月〜翌年
月〜翌年3月と設⽴時期のも
のばかり。あの頃は業務の多くが＜創刊号
あの頃は業務の多くが＜創刊号・
1回目・第1号＞の気分でした
号＞の気分でした。
望月

◆もうすぐ鬱陶しい季節となるが、「さし芽、
さし⽊に最適な季節がやってくる」と考えら
れば感じ方も変わる。「さし⽊ができない⽊
はない」らしいが、失敗も多い。さて、今年
は何のクローンを作ろうか。
櫻井み

◆地域家族しんちゃんハウス舘合さんの⾔葉。
「子育ては何より尊い仕事。⾔ったように育
つのではなく育てたように育つのです。人間
の手で育てることにより、育てた親が成⻑す
るメリットがあります」う〜ん、深い。石川

◆83歳の⼥性来館。PC
PCで検索するのが、現
在唯一の楽しみ。PCにこんなに没頭するよ
にこんなに没頭するよ
うになったのは、ご主人の癌を調べているう
ご主人の癌を調べているう
ちに、日本の名医（神の手
神の手）と出会いご主人
が回復に向っているからだと⾔う
が回復に向っているからだと⾔う。櫻井貞代

◆キッズ用バイクSTRIDER。ペダルが無く
足で蹴って進むこのバイクで遊んでいると、
バランス感覚がついて⾃転⾞にも⾃然に乗れ
るようになるとのこと。何度も転んで覚える
時代ではないらしい(!?) 市⺠活動課／椎⽊

◆最近、夫のサマーニット帽を３つも編んだ
もんだから、中央林間手づくりマルシェは作
家目線で回っちゃいました。でもね、綿糸を
ぜ〜んぶ飴ちゃん袋で使い切ってしまったか
ら、次いつ編むかわからんのです´∀｀関根

◆元スタッフのYさんが来館
さんが来館。敷地に生えて
いたヘビイチゴを「焼酎に漬けて虫さされ薬
焼酎に漬けて虫さされ薬
をつくる」と摘んでいきました
と摘んでいきました。調べると、
煎じて飲めば解熱、胃薬
胃薬、滋養にも。ただの
雑草ではなかったと知って驚きです
雑草ではなかったと知って驚きです。
中山

◆４月からのこのコーナー。⾔いたいことを
⾔うには短過ぎとか、これだけスペースを取
るのはもったいないとか実は内部で議論百出。
名前をどう載せたいかも人それぞれ。まぁ、
これも市⺠活動ならではということで。徳留

スタッフ
の

つぶやき

大和市民活動センターは「大和市新しい公共を創造する市民活動推進条例」に基づいて設置されています。

「 あの手 この手」 第107号

発行日： 2016年 ６月10日

大和市民活動センター ＜開館：月～土 9：00～18：00＞
〒242-0021 大和市中央 1 – 5 - 1 （大和駅南口より徒歩２分
大和駅南口より徒歩２分）
※祝日も9：00～18：00で開館しています。
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