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  １１月４日から二泊三日で、奈良を訪ねた。観光で訪問したのは、高校の修学旅

行以来なので、五十年振りである。ルートは、一日目＝岩船寺～浄瑠璃寺、二日目

＝海龍王寺～法華寺～秋篠寺～飛鳥寺～石舞台古墳～橘寺～高松塚古墳～キトラ

古墳、三日目＝長谷寺～室生寺というものだった。記憶を辿ってみたが、浄瑠璃寺や

秋篠寺、飛鳥寺、石舞台古墳、室生寺等々、名前に覚えはあるが、行ったのか、修学旅行前の学習で聞いたのか、と

んと思い出せない。ということで、総てが新鮮な大人の修学旅行になった。 

   到着したＪＲ奈良駅は、昔は鄙びた古都の玄関口だったような記憶が

あるが、今はすっかり都会化して綺麗に整備されていた。中で、一番感心

したのは、街路樹の高さだった。一般的にイチョウやポプラは、電柱より高

くしてしまうが、奈良の市街地では四メートル（？）位に低く剪定されていた

ことである。あれなら、落ち葉や日影

の沿道住民への被害を軽減でき、

街路樹の迷惑を被っている我が家

では実に羨ましかった。 

  話がそれたので戻そう。この時期、

二カ月にわたって奈良では、秘仏などの特別拝観を至ると

ころで実施しており、少し早いところもあったが、紅葉と併せ

て観光することをまずお勧めしておきたい。 

  さて、初日は、奈良から路線バスとコミュニティバスで花

の寺・岩船寺まで行った。路線バスは５００円の奈良交通の一日乗車券が絶対お得。浄瑠璃寺まで

片道５７０円なので片道だけでおつりが来る。浄瑠璃寺バス停から岩船寺までは、コミュニティバス。

花の寺岩船寺見学後、路傍の石仏を見ながら歩いたが、道を間違えるなどした結果、思いのほか時

間がかかってしまった。そのために、浄瑠璃寺が駆け足になってしまったのは、少し残念だったが、

境内の建物、庭ともに素晴らしかったので、まずまずである。 

  この日の夕食は、ネットで見つけた「四季彩鮨樂」、赤酢のシャリと炭焼き穴子が自慢の寿司屋で

あった。熟成させた魚や珍しい魚、自家製ツナなどとともに、日本酒も揃ったこだわりの店で、みん

な美味しかった。 

  翌日の海龍王寺と法華寺は、藤原不比等の娘であり、聖武天皇の皇后でもあった光明皇后が不比等の邸宅を相続

して皇后宮とし、その一角に建てた寺院である。聖武天皇は、国分寺や悲田院、施薬院などをつくったことでもよく知ら

れているが、これらは光明皇后の進言によるものだという。聖武天皇の母は、不比等の娘で、光明皇后の異母姉でもる。

さらに不比等自身は天智天皇（中大兄皇子）から藤原姓を賜った藤原（中臣）鎌足の子なので、大化の改新を実行した

鎌足の子孫を中心にこの時代が動いていたことがよくわかる。海龍王寺には、西金堂内に安置された五重小塔、法華

寺には木造十一面観音立像、木造維摩居士坐像、絹本著色阿弥陀三尊及び童子像という国宝があるなど、見どころ

満載の寺院であった。 次号 秋篠寺へ                                    端山 清 記                                           
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浄瑠璃寺の三重塔 

海龍王寺本堂 

五十年振りの修学旅行(1) 

お得で便利でし

たよ～ 
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◆ ９月～１１月のご提供者様（敬称略）◆ 

テーエスガス（株）・高梨雅美（伊勢原）ユーコープ（飯山）渡辺勲・佐伯省三（東大竹） 

後藤佐代子（高森）笹原勉・安藤雅代・大久保里子（板戸）昭和電工パッケージ（鈴川）

飯塚秀一（善波）上崎照子（日向）鈴木峯雄（小稲葉）木内めぐみ・渡辺健樹・足立（沼目） 

鳥海あき子（上平間）興嶋加奈（桜台）山田文夫（下谷）三光寺（上粕屋）田中孝子（笠窪）

田中美千代（西富岡）旗川果樹園（田中）宮﨑喜美子（開成）フードバンクひらつか（平塚） 

匿名2件（福島）、 

 

時間：午後５時半～７時半 

場所：   

来るりん   

 

12月  4日（火） 

12月20日（木）Xmas献立  

1月17日（火） 

10月25日（木） 

シーチキンの炊き込みごはん 

かぼちゃ煮・冬瓜スープ 

リンゴ・みかん・プリン 

 

 

 

 

 

 
11月6日（火） 

豚カレーライス 

サツマイモのオレンジ煮 

豆腐の味噌汁・柿・みかん 

 

 

（こども食堂・学習サポートみらい・つなぐ）  

１２月～1月の予定 

～みなさまの善意とご支援に支えられ～ 

いせはら・みらいクルリン

冬瓜・サツマイ

モの提供      

みなさんから

大好評です 

当日は穏やかな陽気に恵まれ来客数 10４名（大人 52、

子ども52）産能大ボランティアのお二人、初めて参加し

たボランティアさんのご協力でスタップ一同感謝です。 

私たちのこども食堂＝みんなの食堂は、地域のつながりと大勢の方

の支援で運営されています。毎月お米・野菜や季節の食材提供、そ

してフードバンクからも届けてくださいます。感謝・感謝です。 

来年2月からは、こどもと一緒に「つくる」「食べる」こども食堂

「天（SORA）キッチン」を始めます。 

 

こども食堂「天（SORA）キッチン」 

対象：小学5,６年生・中学生対象 

日時：平成３１年２月２４日(日) 午前11時～15時 

場所：「天 sora」伊勢原１－１１－２２ 

     （北口市営駐車場前） 

定員：２５名   参加費：無料  ※申し込み制 
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学習サポートみらい・つなぐは大勢の支援ボランティアの皆さん（３０名）に協力

をしてもらっています。当初からお手伝いしてくれる東海大学院理学研究科物理専攻

の（２名）からのメッセージです。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

◆１２月・1月の実施日◆ 

 火 金 火 金 火 金 火 金 火 

12月 ４ ７ 11 14 18 21 25 休  

1月  休 8 11 15 18 22 25 29 

☆12月28日（金）・1月4日（金）お休み 

学習サポートからのお願い 

★家庭・事業所等で不要なお

菓子・飲料水がありましたら 

提供お願いしたいです。 

連絡先 ９５－６６６５ 

 

私が学習支援サポートで先生を初めてから、

2年ほど経ちました。最初は先生も生徒も少な

かったのですが、最近は人数も増えてとても賑

やかになっていきました。 

普段は、大学で研究ばかりの生活を送ってい

るため、人間関係が閉鎖的になっているのです

が、ここに来ると、様々な年代の人と交流がで

きるので、生徒側でなく、ボランティア側とし

ても心地よい居場所となっています。 

また、勉強を教えることによって、人に物事

を説明するスキルも身につくので、話すスキル

を身に着けたいといった意味でも、いい場所だ

と思っています。 

今年度はかなり多忙だったので、活動は控 

えめに行っていまし

たが、来年度はもっと

生徒さんと関わりを

持つことを目標に頑

張りたいです。 

★ 小川 真奈 

私は２年前の９月から「みらいつなぐ」

に学習サポーターとして参加し、週２回、

子どもたちと一緒に勉強しています。 

様々な個性を持つ子どもたちがいる中

で、どうしたら勉強に取り組んでくれる

か、一人ひとりにあった教え方は何かと考

えていると、教えることの難しさを感じま

す。それと同時に、子どもたちの変化や成

長していく姿を間近で見ることができと

ても楽しいです。 

また、子どもたちと接することで、私自

身の考え方が変わったり、成長を感じたり

することもあります。子どもたちの成長に

関わりながら自分自身も成長していくこ

とが、今の私の楽しみのひとつです。 

今後も「みらいつなぐ」が子どもたちに

とっての居場所となり、「ここでなら安心

して勉強できる」と思える場所となるよ

う、子どもたちに寄り添った活動をしてい

きたいです。 

★ 松村 広菜 

祝 第 12回かながわ子ども・子育て支援大賞 

「かながわ子ども支援草の根賞」受賞 

１１月３０日 神奈川県庁に於いて、当会の子ども支援活動事業が「かながわ子ども支援草の根賞」

を受賞いたしました。 
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夕暮れが早くなり子ども達の外遊びの時間が短くなる晩秋の頃となりました。そのような日々を子ど

も達は友達と一緒に室内での遊びをいろいろと工夫して過ごしています。楽しい時もあれば悲しい瞬間

もあり、時にはぶつかり合いもある中に子ども達が成長していくための要素がたくさん含まれています。

その成長を支えるために支援員ができる配慮を考えながら子ども達を見守りたいとおもいます。 

                                 ４児コミ代表 安武 敬子 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 

 

    

 

 

         

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

児童コミュニティクラブだより 

道灌祭りを体験したり、振替休日には「輝（きらら）」さんの太鼓を体験したり、ハロウィン行事
を楽しみました。 

10 月 13 日道灌祭り
に行きました。 

＜ハロウィン行事＞ 

仮装をして職員室訪問、保育園

訪問、記念写真を 

撮りました。 

準備OK、行きましょう！ 

こ
ん
に
ち
は
！ 

先生と一緒に、はいチーズ！ 

決めポーズ、 素敵です 

太鼓の音の大きさに、    

びっくりです。 

「輝（きらら）」さん 
楽しかったです。 
ありがとうございました。 
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元気で優しい比々多っ子たち」  

               比々多小学校校長 山口 賢人 

 

  

１０月初め、６年生が修学旅行で日光に行ってきました。この２日間、

多くの登校班では、５年生が臨時の班長となって、下級生を連れて歩く

ことになります。 

 そんな２日目の朝、通学路に立っていると、５年生のYさんが、後ろを気にしながら班員を連

れて歩いて来ました。私の所まで来ると「泣いていて一緒に歩けない子が いたので、旗当番の

お母さんが一緒に歩いていてくれています。待っていた方が良いですか？」と話してくれました。

『女の子のことも心配』でも、『下級生たちを、遅れないように学校まで連れて行かなければいけ

ない』旗当番の方が付いてくれてはいるけれど、迷い・悩みながら歩いて来た事がよく分かりま

した。 

Yさんには先に学校に向かうように指示し、その場で待っていると、２年生の女の子が、旗当

番の方に付き添われて歩いて来ました。そこには、いつも元気な４年生のC君も付き添ってくれ

ていました。 

 その方によると、理由はよく分からないが、泣いてしまっていて、何とかここまで来たとのこ

と。この間、C君やYさんがランドセルや荷物を持ってあげたり、班のみんなで励ましたりしな

がら歩いて来たとのことでした。何て優しい子たちなんでしょう！そして、他所の子でも心配し

て付き添って歩いていただいたお母さんにも感謝です！ その方にお礼を言い、C君と一緒に女

の子に付き添いながら、３人で学校に向かいました。その間も、何人かの地域の方から声をかけ

ていただき、心強く感じました。 

学校に着き女の子に事情を訊くと「お兄ちゃんが修学旅行に行

っていて居なかったので、寂しくて心配だった。」という答えで

した。「お兄ちゃんの事が大好きなんだね。昨日の夜、お兄ちゃ

んはホテルで元気に過ごしたいよ。お兄ちゃんが帰ってくるのが

楽しみだね。」と言うと、「うん！」と言って元気に教室に向かっ

て行きました。 

女の子を見送ってからYさんの教室に行き、この話を伝えま

した。するとYさんは「良かった！いじめられて学校に行くのが嫌だったのかと思い心配だった

けど、いじめられたんじゃなかったんですね！」と言い、とても安心した表情になりました。 

 比々多小の子たちはとても元気です。だから、他所のお母さんや地域の方々にも、たくさんお

世話になっていますし、コミの支援員さんにも大変なご苦労

を掛けています。 でも、元気な比々多っ子たちは、とても

優しい子たちでもあります。場面によって様々な顔を見せる

比々多っ子たち。この子たちが、将来、ふるさとで活躍する

大人に育ってくれることを楽しみにしながら、日々関わって

います。今後も、『地域の子は地域で育てる』という気持ちで、

たくさんの大人の方々に関わっていただければ幸いです。 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆       

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆      
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H29 年 10 月よりシティプラザを拠点として月に一回開催、活動を

しています。14 回を迎えられたのも毎回多くの方々にご参加、ご協力

頂いた賜物とスタッフ一同感謝申し上げます。 

古川先生の素敵な笑顔とパワフルな歌声に惹きつけられて、懐メロ・童謡を歌います。 

パタカラ体操(大きな口を開け周囲の筋力を鍛える事で、誤嚥防止につながる。) 大声を出

すことで肺活量が増します。そして程よく手足を動かしています。 

長寿人口を迎え如何に健康で楽しい日々を過ごすことができる地域づくりの一つとして貢

献できればと思います。人とのつながりを大事に、楽しい場所、人々の輪が多く広がります様

に願います。   『笑いは、薬です。』                     大矢 和子 記 
 

 

      

 

 

 

 

 

  
 

 

                     ◆第２８回友愛電話初級講習会報告◆ 

 

2018年11月12日(月)10時から シティプラザ4階で開催、参加者4名  

 社会福祉協議会(共催)吉野事務局長から「高齢者と共に手を携えて、お互いに地域でも助け合って 

過ごしていけるようにしたい。」とのお話を頂き、本会の活動について紹介した後、友愛電話ボランテ

ィア・ガイドブックによる説明を行った。 

参加者の方はすでに地域で活動されている方や、時間に余裕ができたので、外に出て活動したい、 

自分の研鑽のために(ボケないために)等と、参加動機は様々でした。 

皆さん積極的で午後からの友愛電話の見学をされた方もありました。これから皆さんがボランティア

として活動してくださることを期待しています。                上枝 きよ 記  

 

 

◆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。 

 

＊いつでもどなたでも参加できます 

 

子育てひろば「きらきら」 

指導 古川恵子さん 

友 愛 電 話 活 動 

けんこう👉つなぐ👈うたごえ 
 
けんこう👉つなぐ👈うたごえ 
 

・・心身ともにいきいきと過ごしたい方・・ 

楽しいひととき、共有できるコミュニティーの場、日本の童謡・昭和の歌謡をとおし

うたい・笑い・時をすごしましょう。 

●開催日時  １２月１５日（土）シティプラザ４階 

        １月１９日（土）シティプラザ４階 

        ２月 ２日（土）シティプラザふれあいホール

●参加費３００円    ♪１０時３０分～１２時♪ 

◆ 開催日 （12月～2月）◆ 

 火 木 火 木 

12月 11👋 13  25  － 

1月 15👋 － 22   24 

2月 5 👋 7 12 14 

👋月初めの日は手形づくりの日、〇ヨガ体操   
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「試験どうだった？」「受かりました」で始まった10月23日の面談。被保佐人T君の身上

監護の席だ。10月6日に行われた自動車整備士資格3級の本試験の合格発表がこの日だった。

私は彼の誇らしげな顔を見、彼の頑張りが報われたことに安堵すると共に感動した。 

 彼から自動車整備士の資格を取りたいと申し出があったのは2年以上前。彼の勤めるHデ

ィーラー社が資格取得の為の技術講習費用を負担すると言われたのは今年の3月。彼は4月か

ら始まった2ヶ月間の基礎講座と4ヶ月間の3級ガソリン講座に毎週2回通った。しかも時間

は毎回18時～21時、場所も初め平塚だったのが愛川町へ変わった。小田原方面から通うには

遠いし、仕事を終えてからの勉強は大変だ。休日は図書館へ行き、数学で分からないところは支

援センターの職員さんの力をお借りした。その努力が実ったのだ。 

 早速彼は会社で使う工具を買いたいと私に願い出た。仕事で使うものを何故自己負担なの

か訊いても昔からの社の慣習としか応えない。後で分かったが、このマイ工具は合格者だけに与

えられるステイタスだった。彼に保佐が必要なのは、上手に正しく気持ちを伝えられない所、と

支援センターの T 女史は仰る。今回のことにより、私も含め職場や周りの

方々が、彼に障がいがあることをつい忘れ、健常者と同じ目で接してしまい、

無配慮な言動がなされることが懸念される。その心配が徒労に終わることを

願い、何はともあれ彼の頑張りに拍手・拍手。 

 

◆ 任意後見制度って何だろう ◆ 

成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の２つの制度があります。 

この内、任意後見について当法人も2名受任しており、ここで、簡単に任意後見制度につい

てご説明いたします。 

任意後見制度は、将来ご本人の判断能力が低下した際に、老後の生活に支障がないように、

自己の生活、療養看護および財産の管理に関し、事前に「誰に」「どんなことを頼むか」を自分

で決め、ご本人と後見人（支援者）が公証人役場にて、予め決めておいた内容を公正証書の形で

作成し、将来に備えます。 

また、ご本人の判断能力は低下してないが、身体の機能が低下して寝たきりになった場合、

判断能力が低下しない限り、任意後見制度を発動出来ませんが、通常の委任契約と、任意後見契

約の両方を組み合わせて締結しておけば、どちらの事態にも対処できるのです。 

そして、判断能力が衰えた場合には、通常の委任契約から、任意後見契約へ移行することに

なります。 

「今は元気だが、寝たきりになったり、判

断能力が衰え詐欺被害に会うなど自分の財

産、身の回りの事を誰に面倒をみてもらおう

か？」とご心配の方、是非、任意後見制度を

ご検討ください。 

成年後見部会 

T君の頑張りに拍手                成年後見部会 出海 隆志  

 
 

◆無料相談を行っています◆ 

ご希望の方はお気軽にお電話ください。 

■電話：０４６３－９５－６６６５ 

■時間：９：30～１６：３０  

■Eメール：office@tiikifukusi.com 

担当：吉田・高橋（成年後見担当） 
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～お天気に恵まれ「平成」の最後になるお祭り～ 

10月13，14日          11月17、18日  

★第５１回道灌まつり模擬店出店   ★第43回農業まつり 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みなさん、ご協力ありがとうございました！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★第９回サポセンフェスタ 

参加 

 ご寄附者名簿（敬称略） H３０．８月２４日～１１月７日 

 

★寄附金 

鈴木幸雄 10,000円    小沢靖志 5,000円      野田由美 5,000円     

金子みどり 3,000円     山岡直子（３件）72,000円  橋本徳一 3,000円 

花いせ（２件）10,000円  山本逸子 5,000円    護守庸子 5,000円     

飯田隆三 10,000円      宮﨑喜美子 20,000円  振旗洋子 10,000円 

（特非）ナチュラルトリートメント 5,000円      （有）アイリス 5,000円   

中野いく子 5,000円      N・N 5,000円       小野芳野 20,000円 

梶田紀子 10,000円   N・K 10,000円 

匿名（11件）91,079円                                 合計309,079円 

平成３０年度累計885,959円 

★賛助会費 

（福）緑友会 １0,000 円                       平成３０年度累計３0,000円 

🔶 寄付金申し込み ◇銀行振込・ゆうちょ銀行◇ 

横浜銀行 伊勢原支店 普通預金       ゆうちょ銀行（赤い払込取扱票をご利用下さい） 

口座番号：６１１６２２９          口座番号：00240-6-105549 

口座名義：特定非営利活動法人地域福祉を考える会 口座名義 : 特定非営利活動法人地域福祉を考える会 

■振込手数料がかかります。           ■払込手数料はかかりません。 

 🔶 寄付者情報の公開について 

 寄せられたご寄付は、感謝の意を表し、ご氏名および金額をニュースレター、ホームページ 

にて公開させていただきます。公表を希望されない方は匿名とさせていただきます。 

行事活動報告 

http://search.yahoo.co.jp/r/_ylt=A2RCopolSvJbqwMA3w.DTwx.;_ylu=X3oDMTFsOXJzMTZ0BHBhdHQDZ2dsBHBvcwMzBHByb3ADZ2lzZWFyY2gEcXADBHNjA0RSBHNlYwNzYwRzbGsDaW1n/SIG=172k30lul/EXP=1542706149/**https:/search.yahoo.co.jp/image/search?rkf=2&ei=UTF-8&gdr=1&p=%E7%AC%AC%EF%BC%95%EF%BC%91%E5%9B%9E%E9%81%93%E7%81%8C%E5%85%AC%E5%86%99%E7%9C%9F

