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特定非営利活動法人 地域福祉を考える

ニュースレター
第２０回 友愛電話初級講習会 報告
10 月 31 日（月）13:30～16:30 伊勢原シテ
ィプラザ 3 階研修室で行いました。
（受講者 9 名
会員 18 名 計 27 名）始めに主催者志村理事長
から挨拶、次に社会福祉協議会小沢局長様より
「独居生活者が増え続けている今『ひとりぽっ
ち』の人達に電話での話相手として活動している
友愛電話活動に対し素晴らしい活動である事、こ
れからもずっと継続して欲しい」とのご挨拶があ
りました。その後、講師 川廷宗之先生から、友
愛電話の趣旨と概要として「幸福を贈る活動・他
者の知恵に学ぶ活動」である事。今はひとり暮ら
しの人や、さまざまな「ひとりぽっち」の人が増
えている。
「ひとりぽっち」の人には孤立感・危
険が伴ってい
る。そこで「ひ
とりぽっち」の
孤立感が和ら
げられたらの
思いで友愛電
話が生まれた
こと。日頃の出
来事、昔の話、
伊勢原観光道灌まつり報告
去る１０月１日、２日爽やかな秋空の
下、会では恒例の
「おでん・ラムネ・落花生」の模擬店を開き
ました。会員の皆様には、お忙しい中多数ご
協力いただきありがとうございました。２日
間で、予定した数量を完売。４１,０００円の
収益とな
りました。
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友愛電話部会 永田 信子
時には楽しかった話と
何でも気軽に話して頂
く。話すことで「ひと
りではない」と気づい
て頂き安心感を得る事
によって、人と人の繋
がりも出来てくる。そ
の為にボランティアは
講師 川廷宗之先生
対象者に寄り添い、何よ
りも信頼関係を築いて行く事が大切な事、又ボラ
ンティアとして対象者一人一人の違った人生の
中から生まれた知恵を学ぶ喜びもある事、学んだ
知恵は多くの人に継承していくことも大切です
と、友愛ボランティアに携わっていく上で大切な
事を分かりやすくお話し頂き受講者の皆様も頷
きながら熱心に聴講していました。次に友愛電話
担当（コーディネーター）から「電話での会話の
進め方・友愛電話の進め方」についての説明が、
最後に活動登録についての説明がありました。今
回の講習を活かし受講者の皆様と共に、より良い
活動が出来る様にしていきたいと思います。

◆当会主催◆

応急救護訓練・AED 研修会報告とご案内
日程： 11 月 26 日（土）
時間：午後 1 時 ～ ４時
場所：伊勢原青少年センター３階集会室
内容：AED の取扱方、応急手当て 他
AED
対象：会員、児童ｺﾐｭﾆﾃｨｸﾗﾌﾞ指導員
講師：伊勢原市消防署員
※｢普通救命講習修了証｣
のある方は、ご持参下さい。
第１回の研修は１１月１２日
に行われました。会員
指導員合わせて１８名
人形を使って、真剣に取り組んでいました。
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朝夕はずいぶん寒くなってきました。日頃は皆様から何かと
ご支援を頂きありがとうございます。２３年度も後半となり、
児童コミュニティクラブ
４児コミ共にお友達同士や指導員との関係はより充実してき
活
動
報
告
ました。夏休み後の子ども達は心身共に成長して下級生への思
いやりもほほえましいです。各々が工夫を凝らしてのお月見、
ハロウィン、誕生会、学校の振替え休日には比々多第１・第２児コミは「ミニ運動会」他の行事を行い
ました。又、読み慣れ親しんだ図書には新しい本が加わり「本読み」も楽しくなりました。いろいろと
新しい体験を重ねるうちに、秋は終わります。今冬もインフルエンザの予防のため、手洗い・うがいを
心掛け、心身共に健康に過ごしたいと思います。
伊勢原第１コミ

～ハロウィンを楽しむ～

好きな景品め
がけて輪投げ
をしました♪

ハロウィンとは・・・
アメリカで毎年 10/31
に行われる「万聖節」の
前夜祭。変装した子ども
達が「Trick or Treat!」
（何かくれなきゃ悪さす
るぞ！）と家を回って歩
き「HappyHalloween!」
と言って大人は
用意して
おいたお菓子
を渡します。

何が当たった？

伊 勢 原 第 ２ コ ミ

今、男の子は
サッカーが流行って
いま～す♪

～ コ ミ に て ～

女の子はドッジボール
や、室内で本読みなどを
して過ごしています♪
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比々多第１・２合同行事 ～ 秋のミニ運動会・ハロウィン ～
障害物競走

かそう

ベストドレッサー賞
に輝く指導員さんは
ど な た で し ょ う

～比々多２～

ボール送り

～比々多１～

玉入れ

私はだれでしょう？？
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❀✿❀ 各部会の活動状況 （９月～１０月）❀✿❀
【友愛電話活動】毎週月曜(午前・午後)木曜(午後)
９月実施日数(月午前・午後：３回/ 木：３回)
１０月実施日数(月午前 4 回・午後：３回/ 木：４回)

9/12・10/24 コーディネーター会議
9/22

ボランティアの集い 出席者１３名 ボランティア同士の

親睦を図り、高松京子さんに声を出す体操や、歌の指導をして頂き、
歌の指導者 高松京子先生

みんなで楽しく大きな声で歌いました。高松さんには独唱もして頂きました。

10/31 初級講習会 講師 川廷 宗之教授の話とｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰの話
【子育てひろば“きらきら”活動】

【成年後見受託事業】

震災後子育て中のママには心配な事がたくさんあり
ます。その１つに放射能汚染への対処がありますが
示される数値を信じる他に身を守るすべは…
食育インストラクターの研修で学んだ情報を紹介さ
せて頂きます。
「同族ミネラルで放射能を防ごう」

定例会 : 第３火曜 9/21, 10/18

カリウム=セシウム カルシウム=ストロンチウム

9/30 法人後見初任者研修

カリウムはバナナが。カルシウムは小魚や乳製品な
どなど
もうひとつ大事な事 「笑顔」 免疫効果が大です

10/12 伊勢原市内後見連絡会

作業会：第４火曜 10/25
家族会：第４土曜 9/24, 10/22
9/27 報酬付与申立(7 名分)

10/25 社協・県後見推進センター打合せ
10/29 法人後見連絡会

【児童コミュニティクラブ事業】
10/31 伊勢原市地域防災無線講習参加

『わらべうた』みんなで遊び 研修報告
子どもとの楽しいコミュニケーション
子守唄・わらべうた・手遊びを体験しよう
１１月１日（火）１０時～１２時 伊勢原文化会館
練習室に於いて、講師の二階堂 恵子先生（わらべ
うた指導者）をお招きし、和んだ雰囲気の中、楽
しく懐かしい時間を過ごしました。会員・児童コ
ミュニティ指導員合わせて１６名の参加でした。
○○ちゃん！とお子
さんの名前でやって

「あんたがたどこさ」の``さ``に合わせて毬
（エコクラフト 6 本で編んだ中に松ぼっく
りを入れた手作り）を回して、最後に頭に
のせる

みてくださいね♪

二階堂 恵子先生

編 集 後 記

【顔あそび はなちゃんの遊び方】
はなちゃん ― 鼻を２回つつきます。
りんごを
― 左右のほおを両手でつつきます。
たべたいね ― 口を３回さします。
でこちゃん ― ひたいを叩きます。～熊本～
何かと気ぜわしいこの頃。ニュースレターも今年最後の発行となります。
来年も会の皆様の原稿、お待ちしております。
事務 秋山

