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この手で考えて、
えて、あの手
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この手で問題解決！
問題解決！
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７
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花ことばは「荘厳」。泉の森でも
咲いてます。見つけてね

あの手この手のマークの間のＳは solution（解決）のＳです。

―ヤマユリ―
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絵：「ゆめにむかうバス」 森田愛海（南林間小２年）

「あの手この手」の７,８,９月号の表紙絵は昨年の秋に開催された「やまと国際フレンド委員会（IFC）」主催の『第３回やまと
国際アートフェスタ～わたしのゆめ～』で入賞した作品を掲載します。今号は IFC 賞の森田愛海さんの作品です。

絵を通して、素敵な交流を
昨年 10 月にイオンモール大和で開催した「第 3 回や
まと国際アートフェスタ」には、大和市内の小中学生
の皆さんから、「わたしのゆめ」をテーマに 496 点の
応募があり、 将来の夢、理想の世界、未来など、子
どもたちが描いた「ゆめ」であふれた素敵な展覧会に
なりました。年々応募数も増え、たくさんの来場者に
もお越しいただけたことは、私たちにとっても本当に
喜ばしいことです。

「絵を通して、素敵な交流ができたら・・・」 そんな想
いで、今年も 10 月にイオンホールで開催予定です。
今年のテーマは「笑顔のちから」。見ているだけで笑
顔になれるような、そんな皆さんの力作をお待ちして
います。
（やまと国際フレンド委員会（IFC）代表 長谷部美由紀さん）

＊「あの手この手」は大和市民活動センターのＨ.P.ではカラーでご覧になれます。
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6/5(日)に市民活動推進補助金公開
市民活動推進補助金公開選考会
公開選考会を
選考会を開催しました
開催しました。
しました。
＜めばえ＞
めばえ＞

活動をこれから始める、または、始めたばかりの団体に対する補助金。
（上限 5 万円）
社会福祉士の
社会福祉士の会「やまと」
やまと」

認知症サポーター養成講座、サポーターフォローアップ講座
を開催して、認知症に対する理解者をふやし、地域で安心し
て過ごすことができるための事業。

フォローアップ講座
以降のネットワー
クに期待します。

＜はぐくみ＞
はぐくみ＞

すでに活動をしている団体に、より活動を発展させるための補助金。（上限 20 万円）
NPO 法人なんでも
法人なんでもプラス
なんでもプラス地域
プラス地域ネット
地域ネット
NPO 法人旅めぐり
法人旅めぐり証明書発行基金会
めぐり証明書発行基金会

月見野遺跡群の「テンプレートつき概要
書」を作成し、電子書籍としてネット配
信。「つる舞の里歴史資料館」の見学者
を増加させ、大和市民共通のアイデンテ
ィティ形成の基盤としての貴重な財産とし
て認識する。

ローカルな文化を地域のきずなに
と、「酒まんじゅう」の伝承のための
講習会を開催。その様子を DVD
に記録して地区での試写会や公
共施設への配布、希望者への販
売を行う。

「まち歩きマップ」を作って、
「つる舞の里」に見学者が
訪れるようにしたらどうか。

NPO 法人たんぽぽ
法人たんぽぽ

「パン工房麦の香り」の事業内容の周
知を行い、広く市民からの支援が得ら
れるよう、ホームページの作成やリーフ
レットの作成等、広報事業を行う。

・作ったものを売るのではなく、
売れるものを作る視点があって
もよいのでは。
・「麦の香り」というネーミングが
よいので、早く商標をとることを
すすめます。
・高校生の昼食用に学校で販売
したらどうか。

6 月 1 日（水）くもり

「昨日の FM やまとを聞いて、『大和いきいきク
ラブ』のパソコンクラブに入りたいのですが…」
と、町田の男性から電話が入った。リスナーか
らの問い合わせがあったことはうれしいこと。
我々スタッフも放送を通じて団体の活動を詳し
く聴取できる。活動団体にとっては、番組を通
して活動をアピールするチャンスです。

酒まんじゅうを「パン工房麦の
香り」で販売したらどうですか。

チーム ピース チャレンジャー

元児童労働者でストリートチル
ドレンだったアナンの記録映
画の上映会を開催して、上映
後に交流会を開催する。

東日本大震災被災者
との連携をして、伝え
る工夫をしてほしい。
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6/12(日
6/12(日)に協働事業提案発表会を
協働事業提案発表会を開催しました
開催しました。
しました。
次は担当課と
担当課と打合せをして
打合せをして、
せをして、7/10(日)の意見交換会に
意見交換会に臨みます。
みます。
意見交換会は
意見交換会は公開です
公開です。
です。よりよい協働事業
よりよい協働事業となるよう
協働事業となるよう、
となるよう、多くのみなさんの
参加をお
参加をお待
をお待ちしています。
ちしています。

市民提案型協働事業は
市民提案型協働事業は 4 団体

月見野遺跡群の埋蔵文
化財の発信と市民参画
キャンペーン事業。

小学校入学前に日本語と
日本の生活習慣を学ぶプ
レスクール開設事業。

食材を通じ大和と子ども
を繋げる事業。
「子ども食育クッキング」

～地域の子どもを地域で
育てる～子どもと子育て
家庭応援事業。
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法人旅めぐり証明
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証明書発
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NPO 法人日本ペルー
法人日本ペルー共生協会
ペルー共生協会

大和クッキングスクール
大和クッキングスクール

NPO 法人ピコピコ
法人ピコピコ

行政提案型協働事業は
行政提案型協働事業は５団体
大和市民活動センター管理運営
事業

ふくしの手 全員集合

市民活動課
拠点やまと
やまと
拠点

「新しい公共を創造する市民活動
推進条例」に基づいて運営して
いきます。

6/17(金
6/17(金)に連続共育セミナー
連続共育セミナー第
セミナー第

文化創造担い手育成事業

健康福祉総務課
文化振興課
パパボラやまと
ドラマティックカンパニ yamato50
パパボラやまと
社会福祉法人 敬愛会
YAMATO イラストデザイン
NPO 法人ワーカーズ
法人ワーカーズ・
ワーカーズ・コレクティブ 想 onnp コンペの運営に協力します。

「茶ＯＨ！」や「世話焼きさん」と
の交流を積み重ねていきます。

回を開催しました
開催しました

次回は
次回は
「一つになろう日本
つになろう日本 in 大和 」
～1 日も早い被災地の
被災地の復興を
復興を願って～
って～

連続共育セミナー
連続共育セミナー第
セミナー第

ゲスト：
ゲスト：(社)大和青年会議所の
大和青年会議所の宇山 隆さん

回
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地域の活性化」
活性化」
～活動記録を
活動記録を映像で
映像で配信しませんか
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「やってよかった」
やってよかった」チャリティーイベント
宇山 隆さんは今回のチャリティーイベントの実行委員
長。3/11(金)に東日本大震災が発生。「やまと市民ま
つり」が中止となり、下を向いてばかりじゃ、みんなして
沈んでしまう。何とか大和の地から復興の応援をした
いと、5/15(日)にチャリティーイベントを開催。市民まつ
りでパフォーマンスを予定していたダンスチームやマ
ーチングバンドのみなさんが、「発表の場があってよか
った」と言ってくれ、義援金も 73 万円集まり、「ほんとう
にやってよかった」と話された。

日 時：7 月 23 日（土）15：
15：00～
00～17：
17：00
場 所：大和市民活動センター
大和市民活動センター 会議室
ゲスト：
ゲスト：森 康祐さん、山田幻太さん
（NPO 法人湘南市民
法人湘南市民メディアネットワーク
湘南市民メディアネットワーク）
メディアネットワーク）
市民活動もメディア広報する時代です。
メディアを活用して楽しく活動を紹介
しましょう。

－３－

ＦＭやまと

第 1.3.5(火)生放送
9:00 ⇒10：00

77.7 ＭＨｚ

やまとっこ

『やまとっこ☆
やまとっこ☆みつけた 』
第 131 回 6/7(火)
～日常の生活に音楽を身近に感じたい～
＜大和市芸術文化振興会＞

第 132 回 6/21(火)
～「花と緑が豊かな落ち着きと品格のあるまち」をめざして～
＜つきみ野自治会まちづくり委員会＞

地域の方々が「外出や買い物のついでに気軽に聴き
にこられるコンサートを」と始めたのが、毎月第４日曜
日のティータイムコンサートです。５月のティータイム
コンサートはセッティングや掃除、受付などの裏方の
仕事を柏木学園高校の生徒さんたちがいっしょにし
てくれました。あとで感想文を読んで、いろいろのこと
を思い、感じて音楽も楽しんでくれたようで、とてもう
れしかったです。
演奏するだけが文化じゃなく、
照明や会場のセッティング、お
客さまを気持ちよく迎える雰囲
気作り、などの環境整備も一つ
の文化ですから、ぜひ高校生
や大学生が参加して何かを感
じてほしいと思っています。
子どもたちに音楽を通じて芸
術に触れてほしいとの、思いを
語りました。

「大和市民活動センターだより」とジョニーさんの呼び
かけに「やまとっこ☆みつけた」とこぶしを振り上げ、
立ち上がって力強く応えていました。世代の変化や
土地価格の高騰に伴って、ミニ開発、ワンルームアパ
ートなど、良好な住環境を妨げるような計画が出てき
たため、皆で自主的なルールを決め協力して、つき
み野の良い環境を守っていこうと活動しています。
「散歩が楽しくなるつきみ野マップ」を掲載している
「つきみ野景観まちづくりガイド」も活動のひとつで
す。お話の合間に
リクエスト曲の「阿波おどり」
が流れると、身振り手振りで
踊りはじめました。こんな雰
囲気の中の活動はどんなに
楽しいだろうなぁーと思った。。

ラジオを
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
メールで［ＦＭやまと
［ＦＭやまと］
やまと］へ。
ＦＡＸ ：046046-265265-2777
e-ｍａｉｌ ：morning@fmyamato.co.jp
＜これからの出演団体＞
第 133 回 7/ 5(火)柳とあそぼう引地川実行委員会
第 134 回 7/19(火)公共市民塾
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やまとっこ☆みつけた ★やまとっこ☆
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6 月 13 日（月）雨のちくもり

「ギャラリー・ウィーン」は大和市芸術文化振
興会の「ウィーンホール」（大和東１丁目）の
隣りに開設。オープニングセレモニー・国際
現代美術家協会の会員による絵画展に招
待された。会員のひとりは「大和駅からここ
まで文化の香りのする街づくりをしたい」と、
抱負を語ってくれました。

★やまとっこ☆
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家を建て直すことになった。床が抜
けそうになるほどの 37 年間の溜まり
に溜まった本と紙類と写真を整理始
末する途方もない夏。（小杉皓男）

あまりに暑いのでこの夏は冷たいも
のが楽しめそう。どこかで食べた台
湾のかき氷がとてもおいしかったの
でまた食べたい。（中山みゆき）

大震災後の「きもち復活のイベント」
となる。同期会が３つ続く。仲間と元
気に再会できるだろうか？人集めに
悩んでいる幹事です。（望月則男）

テーマ：この夏、私のイベント

戦後 8 年・卒業した小学校のクラス会
に、ここ数年〈夏〉出席。人数が少し
ずつ減るのはさびしい。先生がお元
気なのは、うれしい。(浅見正明)

ゆかたを出してみた。去年は結局着
ることはなかったが、今年は娘に着付
けたい。水洗いしながら楽しかった祭
りの光景が浮かぶ。（村山真弓）

この夏は、お料理上手なお姉さまの
熱海のマンションで花火を見る女子
会です。温泉に入り、本音トークでス
トレス発散。お酒抜きでも盛り上がり
ます。（関根孝子）

我が家は耐震強化工事とリフォーム
が進行中。終の棲家として快適に暮
らすには、“断捨離”が必要なのだ
が、なかなか捨てられない。無理し
て捨てなくてもいいか。（石川美恵子）

「あの手
あの手 この手
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夏、暑さの真つ只中、友人が亡くなり
ました。３回目の命日が近づいて来ま
す。お墓参りに行くのが悲しいけれ
ど、夏の行事となりました。（櫻井貞代）
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TEL：046-260-2586
FAX：046-205-5788
E-mail：yamato@ar.wakwak.com
http://www.kyodounokyoten.com/

大和市民活動センター[拠点やまと]が制作発行する
月刊広報紙「あの手 この手」。
７月号（第４８号）をお届けします。
←大和市民活動センターのシンボルツリー。大イチョウ。
2011 年のある暑い日の夏の姿。

東日本大震災の報道で新聞などに岩手県の「陸前高田市」の文
字があると、ぴっと反応する自分がいます。
陸前高田市産の海産物やジャムなどを大和駅西口プロムナード
にあるアンテナショップ「とれたて大和」で扱っているというこ
とだけではなく、被災地支援のボランティアバスが定期的に大和
市から陸前高田市を往復することになったということもあるから
なのでしょうか。
毎日新聞 5/21（土）付けに「陸前高田」の記事があるのを見つ
けました。
陸前高田市の名勝・高田松原で唯一あの大津波に耐えて残った一本の松の記事でした。新聞、
テレビなどで、その「一本松」になってしまったこの松の写真や映像をご覧になっているかと思
います。震災による地盤沈下で松の周囲に海水が押し寄せ地中に塩分が増え、松の葉の色が茶色
くなってきてしまった。そこで、2008 年に発足した「高田松原を守る会」はこの一本松に防腐剤
を塗り、風よけネットを張るなど、保護活動を続けているという記事でした。
震災時の「守る会」の会長は元中学校長の吉田さん。地域の人を高台に誘導中だったという目
撃証言もある吉田さんは震災の日、津波にのまれて亡くなっている。
「一本松を見ると、私たちは負けずに頑張ろうという気になれる」
「陸前高田市の復興のシンボ
ルに」。
「守る会」の小山芳弘さん、鈴木善久さんは力を込めて言うと記事にありました。

一本の木の力。
その木にその地に根ざしてきた人々の物語や歴史が込められていればいるほど、世代をつない
でいく掛け替えのない大切な木になるのだということがわかります。

さて、この「お届け文」の紙面に[拠点やまと]メンバー・望月さんがスケッチしてくれた大和市
民活動センター入り口のすぐ前にある夏の姿の大イチョウの絵を載せました。この大イチョウは

大和市民活動センターのシンボルツリーです。樹齢推定 80 年。春夏秋冬、朝昼夜（あさひるよる）
、
しっかりと立ち、無言で私たちの活動、出来事を見つめ、それぞれの物語と歴史を刻んでいるの
でしょう。これからもこの大イチョウを大切にしていかなくてはと思います。
記・小杉皓男[拠点やまと]広報係 2011/06/30
[附記]今、市では市内に生息している樹木のなかから 5 本を選定し「名誉の木」として所有する方を表彰すると

いう企画が進行中です。詳しくは市役所みどり公園課みどり推進担当まで。電話：046－260-5451

