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祝 認定ＮＰＯ法人 地域福祉を考える会
２０１６年９月２７日、
「地域福祉を考える会」は認定ＮＰＯ法人として認定されま
した。これからも地域福祉充実の”まちづくり“のため活動していきます。今後、
みなさまから寄せられる寄付金は、税制上の特例措置により「寄付金控除・損金算
入の対象」となります。

★★ 学習サポート みらい「つなぐ」 開講 ★★
子どもの学習の手助けを 安心して学び過ごせる場所
２０１６年９月７日から経済的な理由などで塾に通うことが出来ない子、低
所得者家庭、ひとり親家庭で、勉強がわからない子どもたちを主な対象とし
て学習サポートみらい「つなぐ」を開講いたしました。
学校の授業では子どもたち全員が理解していなくても次々と先へ進んでい
きます。そのために、勉強の内容がわからないまま新しいところを学ぶこと
があります。わからない積み重ねになっていくので、細谷毅義コーディネー
トと教員ＯＢ・大学生サポーターが中心に学習の機会を提供することはもち
ろん、
「自立支援」として子どもたちが家庭でも勉強ができるように、高校に
入っても学習を継続できるように、学習サポートをしていきます。

中込英子 サポーター

小川・松村・茂木 大学生サポーター

◆◆ 開催時間等 ◆◆
時 間 ◆ 小学生：１７時～１８時３０分
（原則５年生から 応相談）
中学生：１８時～２０時
場 所 ◆ いせはら市民活動サポートセンター（田中２９６）
曜 日 ◆ 水・金予定
教材費 ◆ 500 円

細谷毅義
学習コーディネーター

藤井 大学生サポーター

＜ご支援のお願い＞
学習支援［つなぐ］を継続して運営する
ために、皆さまの温かいご支援を必要と
しております。
そのご支援によって、子どもたちへ
学習の機会を提供することができます。
＜寄付振込先＞
横浜銀行 伊勢原支店 普通 6116229
特定非営利活動法人地域福祉を考える会
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こども食堂

10 月～1 月の予定
10/27（木）
・11/8（火）
、24（木）
12/6（火）
、22（木）
・1/10（火）
、26（木）
8/8 (月) ちらし寿司

時間：午後５時半～７時半
場所：だいろくコミュニティ―広場 来るりん
（アサヒプラザ 1 階 奥）

こども食堂だより
そうめんが
子どもたちに
人気でした。

8/25 （火） カレー味タコライス

Q.タコがはいってないの
に、なぜタコライスなの？
A.温かいご飯にタコスミート
や具材をのせたものなのよ

9/6 （火） 三色丼×すいとん

7 時で売り切れ。
夏休みの最後の
こども食堂でした

◆食材ご提供者◆（敬称略）

ちょっとゆったり。
三色丼、おいしい？

9/29 （木） カレーライス×春雨サラダ

吉川果樹園（田中）・笹原勉（板戸）・
手川忠夫（沼目）・安藤雅代（板戸）・
長嶋信子（東大竹）・大久保里子
（板戸）
・（有）大津屋（大山）・細谷毅義
（高森）
・渡辺健樹（沼目）・神山幸子
（秦野）
・田中美千代（西富岡）
ご協力、ありがとうございました
寄付の方は P.8 に掲載させていただきます。

雨にも関わらず、常連さんたちも新しい方も
三々五々やってきて 80 人超の来場！

未来セミナー（読書会）
第４回読書会
日時：１０月２９日（土）午後２時～４時
課題本：
「死なないでいる理由」鷲田精一著
場所：シティプラザ３階特別会議室
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

第 5 回 日程は未定
課題本：
「ジャンヌダルク」
ジュールミシュレ著

「君に読む物語」
ニコラス・スパークス著
６０年間妻を愛し続し、いまだに妻と
何度でも恋をしたいと願う男。悪意や
皮肉などといった人間性のネガティ
ブな部分をまったく描かない。実際に
あったお話で映画化されＤＶＤにも
あります。是非、初恋を思い出してお
読みいただければとおもいます。
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成年後見部会
意思決定支援について

勝田 俊一

成年後見部会では障がいのある方の意思決定支援について勉強会を実施しています。
特に当会で担っている被後見人の方々は知的障がいのある方であり、ともすれば後見人や保佐人、補
助人による代理決定が当たり前になってしまう恐れがあるからです。
現在の考え方では『どんなに障がいが重くても意思決定が出来ないと証明できない限りは意思決定でき
る』とみなすことになっています。言葉での説明理解が難しい方であれば、ゆっくりと時間をかけて、必要な
ら表や図、カードなどを利用したり、実際に体験や見学などのあらゆる方法を試した上で、それでも難しい
ようであればベストインタレスト（本人にとってもっとも有利で最善と思われる方法）を選んで決定するという
方法です。
少し宣伝になってしまいますが、当方が関わっている意思決定の本が発行されています。
９月２４日付けの読売新聞でも紹介されましたが、『見てわかる意思決定と意思決定支援～「自分で決め
る」を学ぶ本』ジアース教育出版社 です。（写真参照）
この本は軽度の知的障がいの方、あるいは知的障がいのない発達障害の方が自分で決めることを学べ
るように、またそのような方々の支援に当たっている関係者の方が意思決定支援のあり方を学べるように企
画した本です。
この本を教科書にしながら、成年後見活動の主たる目的の一つ「身上監護」におけ
る本人の意思を最大限に活かし、豊かな生活を送ることが出来るよう、後見人の支援
力向上を目指して継続的に学習していきます。
「見てわかる意思決定と意思決定支援 」単行本 – ジアース教育新社 2016/9/2
志賀利一, 渡邉一郎 , 青山均 , 江國泰介, 勝田俊一 (共著),
中尾佑次 (イラスト)

成年後見制度とは
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断
能力が不十分なために、
悪徳商法の被害にあう

こんな悩みで困っていませんか？？
知的障害の娘がいます。高齢の私達が
亡くなった後の娘が心配です。

などの財産侵害を受けたり、
人間としての尊厳
が損なわれたりすることがないように、
法律面
や生活面で支援する仕組みです。
成年後見制度についての説明を望まれる方は
当会事務所までご一報ください
電話９５－６６６５

父が認知症のため、銀行から
成年後見人がいないと預金
の引出に応じられないと言
われました。
一人暮らしで身寄りがいない。今は自立して生活
が出来ているが、将来のことを考えると不安。

平成 28 年 10 月 15 日発行

第 79 号

地域福祉を考える会(4)

児童コミュニティクラブだより
秋の気配を感じる頃になり平成２８年度も後半にはいりました。
過ごしやすい季節になり子どもたちは、児コミの仲間たちとの遊びや活動、関わりを通じて日々成長し
ています。その成長を支えるために出来る配慮をこれからも考えていきたいと思います。
夏休みのことになりますがボランティアの方々・民生委員の方々のご協力により子どもたちは楽しい時
間を過ごすことができましたことに感謝いたします。
「ありがとうございました。これからも、よろしくお願い致します。
」
４児コミ代表 安武 敬子

伊勢原１

ともだち座のお二人
厚木ガスで「クッキー作り」

ありがとうございました

牛口民生委員さんと一緒に
伊勢原 2 の行事に参加

クルリンに会いました。

「苺の会」の映画会

伊勢原２

ともだち座さんの
「紙芝居」

子ども科学館の工作教室
ベンハムのコマ作り

みんなで輪になって

青木さんの俳句教室

宮崎さんの読み聞かせ

今井さんと一緒
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季節を感じる行事
比々多１

◆ これからの予定 ◆

比々多２

伊勢原１

10 月
十三夜、
ハロウィン

11 月

12 月

読書週間

ク
リ
ス
マ
ス
行
事

伊勢原２

ハロウィン

公園清掃

比々多１

ハロウィン

新嘗祭

比々多２

十三夜、
ハロウィン

クリスマス
工作

月の満ち欠けカレンダー
十五夜飾り

十五夜飾り

比々多１

ペットボトルのコマ

子どもたちは
工作教室など、
様々な行事を
体験しました。

人権映画会

真剣に観ました

このへん
かな？

当たれ！

コミの部屋ですいか割り
おみごと！

狙いを定めて…

比々多２

何ができるの？

色を塗りましょう

完成！ハサミでした

一緒にマジック
山口さん、ありがとうございました
協力してプラ板カレンダー完成
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＜サポーターのみなさん＞

◆活動場所 ：シティプラザ１階
ふれあいホール
◆時
間 ：午前１０時～１２時
◆参 加 費 ：一組１００円 予約は不要・出入り自由です。
どなたでも参加できます
◆開 催 日
火
10 月
11 月
12 月

6

火

木

火

木

11 13

18

20

8

15

13

20

火

木

火

お待ちしてまーす

「きらきら」は、未就園児のお子
24 29

22

さんやその保護者のためのスペー
ス。子どもを遊ばせながら
のんびりと過ごせます。

８月９日（火）ヨガ体操
山戸浩子さんの指導
「少しはリフレッシュ
できたかな」

９月１２日（火）＜災害時に役立つ防災術＞
日本赤十字社神奈川県支部の山口美奈ボランティ
ア指導員に簡易オムツ、簡易スリッパなど、身近な
日用品でパパッと防災グッズに早変わり、災害時で
も焦らず、困らず、スムーズにできるようにと、実
践を交えていたしました。
ユーコープ西湘１エリア会の皆様には無添加お菓
子とフルーツ・ゼリーポンチの試食を頂きました。
＜参加者から＞ 目から鱗・・なるほど
凄く参考になりました。楽しかったデス

おやつの試食（おいしいね～）
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友愛電話で…
「一週間のご無沙汰です。お元気でしたか？
「はい、元気にしています。電話おまちしていました。
」
こんなやり取りから始まる友愛電話の最初のフレーズ。
月曜日と木曜日の週二日間、活動はもう何十年と続いているという。
一人暮らしで電話を希望される方と、会話をしながら、声のスキンシップを行っている。
その内容は様々で、天気のことを皮切りに、時事ニュース、季節の移ろい、健康面や食生活等々、
話題は多岐にわたっている。十五分間は瞬く間に過ぎ、
「では一週間後にまたお会いしましょう」と言って受話器を置く。
「一人でいると話す人がいないから、こうやっておしゃべりすると楽しいわ。
」
そんな言葉を耳にすると、こちらも嬉しくなる。人とのつながりや社会のつながり、それが生き
る充実感となり、ハリが生まれるのだろう。
私にもできるかな？と始めた友愛電話、小さなボランティアのつもりで、自ら足を運んだのだが、
それは間違いだった。
「もう若くないからねぇ」
「一人だから何でも自分でやるのよ。
」
等々。自分の道を精一杯生きている先輩たちの生き様に共感と尊敬の
念を持つ。そして、ボランティアをしているのではなく、自分の生き方
を振り返る、貴重な時をもらっていることに気が付いた。
支えあうということ。常に感謝の念を持つということ。当たり前すぎ
て忘れていた大切なことも思い出させてもらった。
次回の友愛電話ではどんな話ができるだろう？ と思いつつ、部屋の
ドアを閉め日常に戻っていく。
中込 英子

・・友愛電話サービス情報・・
平成２８年度から子育て中のお母さんか
らの電話もお受けいたしてます。
子育てや育児に関する悩み、一人で抱え込
まないで・・気軽に話しができる友愛電話
サービスをご活用ください。
自分の子育てに自信がない・・・
外に出るのは苦手。家に
こもりがち。
悩みがあって、つい子ど
もにあたってしまう。

こんな方のお電話をお待ちしています

「友愛電話」について
方 法「友愛電話」ボランティアが、週に 1 度
あなたにお電話します。
☆こちらから電話をおかけします。料金はかかりません
電話日 月曜日 午前（10：00～12：00）
月曜日 午後（13：00～15：00）
木曜日 午後（13：30～15：30）
目 的 あなたの元気を確認致します。
申込み （社福）伊勢原市社会福祉協議会
0463-94-9600
「友愛電話申込み」とお伝えください。
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道灌まつり
１０月１，２日両日天候に恵まれ伊勢原市最大のイベントが開催され
私共は恒例の BOOK-OFF にて模擬店を出店（生ビール・ラムネ・クッキー・
落花生）し、ほぼ完売をいたしました。
文武両道に秀で、伊勢原市で生涯を閉じた戦国武将・
太田道灌にちなんで付けられた道灌まつり。太田道灌公
鷹狩り行列、北条政子日向薬師参詣行列、観光総おどり
などの催しがあり、メインとなる「太田道灌公鷹狩り行
列」
、
「北条政子日向薬師参詣行列」は、今年は太田道灌
に三田村邦彦さんと北条政子に杉本彩さんが扮してお祭
りが一段と華やかさで盛り上がりました

素敵なハットをいただきました。
東様（岡崎在住）より
愛情込めたハローウイン
ハット（８個）ひとつ一つ
手作りで子どもたちへ届きま
した。又大人用の帽子も
届きました。
ありがとうございました。
「ガーデニングハット」
ガーデニングハットはムギワラ帽の
ような感覚で使用する
・草むしりや植木の手入れの時
・洗濯物を干すとき
・戸外でスケッチをするとき、他 日除け
したい時にかぶる

2016 いせはら市民活動センター

サポセンフェスタ 参加
11 月 19 日（土）、20 日（日）
時間：10 時～15 時（入場無料）
会場：青少年センター体育館
いせはら市民活動サポートセンター
主催で催されるサポセンフェスタで、
本会の活動紹介の展示をし、来場の
方々に PR をします。会場の青少年セ
ンター体育館では、参加団体の展示や
発表、販売等が行われます。
（農業まつり、畜産まつりと同時開催です）

平成 28 年度ご寄附者名簿
（Ｈ２８．８月～Ｈ２８．９月分、敬称略）
永井武義 ３,０００円（学習支援に）
◆こども食堂協賛金◆
匿名（４件） ８,２１２円、 S・N １０,０００円
（株）伊勢原食品市場 １０,０００円、
N・Ｋ 3,３00 円
合計 ３４,５１２円 （今年度累計）２４５,７２２円

【編集後記】
●朝晩ぐっと冷え込むようにな
りました。体調に気をつけてお過
ごしください。
☆食欲の秋、運動の秋・・・いっ
ぱい食べて、運動もしなきゃと自
戒の日々です！ （中台、櫻井）

