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  謹賀新年                          理事長 宮森 孝史 

 

昨年中は地域福祉考える会の活動に多大なご支援とご協力を賜りました事ありがとうございます。 

本年も変わらずのご支援とご協力をよろしくお願いたします。 

皆様はどのような新年を迎えられ、年頭にはどのような誓いを立てられたのでしょうか。今年は「元号」が

改められる年、本当に良い時代がスタートできる年になってくれることを願いたいものです。 

飛鳥時代の「大化（645－650年）」から始まった「元号」は、「平成」まで 247回の名称変更の歴史を刻ん

できたのだそうです（平均 5 年に一度：「一世一元」は明治以降）。天災や疫病の流行など大きな災いを機

に改められてきたとのこと（なんとスッポンの発見を契機に変更が行われたことも！）。進んだ時を「元年」

に巻き戻し、災いをもリセットして、明日からの平穏を願う厄払い的意味が込められているようです。英語

圏のように、はじめがあってからの周年で祝い事をする習慣（25周年＝銀、50周年＝金、60周年＝ダイヤ

モンド）が、時の積み重ねに対する周年記念であることに比べると、日本人の時間への向き合い方の特性

がみえてくるようで面白いですね。「元号」で時代を生きる国にいて、よかったのかもしれません。リセットが

上手なことは、よく生きるためのスキルなのですから。 

さて、昨年の新年号のこの欄に、悩み多き現代人の心の行方について少し

触れました。平成最後の年に、心の専門家として期待される初めての国家資格

「公認心理師」のための国家試験が実施されました（私事、合格できました）。 

新元号の年に、いよいよ公認心理師が誕生、国民の心の健康を支えるチー

ムの一員としての活動が開始されることになります。平成の災いをリセットして、

心穏やかに過ごせる日々がつづいてゆくことを願っています。 

    
祝  

 

１１月３０日県庁新庁舎で表彰式が行われました。 

今回は子育て中の母親の憩いの場、子育てひろば「きらきら」、

子どもの居場所や食育の為の「いせはらみらいクルリン子ども

食堂」、家庭の事情で塾に通え

ない子どもを支援する「学習サ

ポートみらい・つなぐ」が草の

根賞を受賞いたしました。          

みなさまのご尽力のお陰です。

ありがとうございました。 

 

認定特定非営利活動法人 地域福祉を考える会 
Society of Study for Community Welfare（略称 SSCW） 

 

ニュースレター 
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祝  １２回かながわ子ども・子育て支援大賞・草の根賞 受賞 
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いせはら・みらいクルリン

 

時間：午後５時半～７時半 

場所：   

来るりん   

2月  5日（火） 

2月21日（木）  

3月 5日（火） 

3月 28日(木) 

～みなさまの善意とご支援に支えられ～ 

こども食堂「天（SORA）キッチン」募集中 

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 

     （北口臨時市営駐車場前） 

定員：２５名   参加費：無料  ※申し込み制 

 

（こども食堂・学習サポートみらい・つなぐ）  

子ども支援事業を始めて早３年目に入ります。定期的に食材

や物品、自家栽培のお野菜やお米、更にお餅・お醤油・味噌

を福島から宅急便で届けてくださる方、「お菓子があるので学

習支援に」と事務所にご持参してくださる方・・多くの方々

のご協力を頂き事業を進めることが出来ます。昨年は皆様方

のご支援ご協力ありがとうございました。 

 

西沼目地区防災会から４０kｇ お米提供 
フードバンクひらつか 

（クッキー菓子等） 

義家弘介代議士を通じ 

伊勢原ときわ堂から文具など 
福島の匿名（お醤油・味噌） 

◆4 月～1 月ご協力者様（敬称略）◆ 

 フードバンク 
ひらつか 

フードバンク 
コープかながわ 

 まごころクリニック 川口雄三 

 安藤雅代 大井知子 

 伊勢原ときわ堂 大久保里子 

 永瀬秀子 大杉あや子 

 奥島加奈 中台英明 

 押田綾子 鳥海あき子 

 梶田紀子 田中孝子 

 旗川果樹園 田中美千代 

 亀井素代 渡辺勲 

 宮﨑喜美子 渡辺健樹 

 居酒屋・鳩 島田弘子 

 熊田秋男 飯塚秀一 

 後藤佐代子 福島・匿名 

 江頭系 片野施設園芸 

 高梨雅美 茂木通子 

 佐伯省三 木内めぐみ 

 細谷毅義 矢作光子 

 笹原勉 鈴木峯雄 

 三光工業 髙山久枝 

 三光寺 黒岩ゆきお 

 山田文男 上崎照子 

 市川七郎 中村さゆり 

 昭和電工パッケージ 佐々木基 

 水和律子 三瓶ミネ子 

 杉田恵理 テーエスガス 

 海鮮市場マルモト 田中徹 

 塩野春江 匿名（１５件） 

 石倉友二  

 

 2月～3月の予定 

ハヤシライス＆ 

イカ大根  

大好評でした 

おいしい顔 

うれしいね！ 
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 秋篠寺 ここは伎芸天で有名な寺だ。苔むした小道を進むと国宝の本堂にたどり着く。本

堂の中は土間で、本尊の薬師三尊や十二神将像、お目当ての伎芸天などが安置されて

いる。伎芸天は丸みを帯び、優しげな表情が何ともいえない。 

午後からは、飛鳥寺、石舞台古墳、橘寺、高松塚古墳、キトラ古墳をレンタカーで回った。

飛鳥寺は、本格的な伽藍を備えた最初の仏教寺院だというが、今はこじんまりした寺で、寺院関係者が解説をし

てくれた上に、自由に本尊を写真撮影してもよいというサービス満点の寺で、とても好感が持てた。石舞台古墳は、

広々とした広場の真ん中に巨石を積み上げた予想より遙かに大きな石室が現れ、内部に入ることもできた。作り方

の説明板があったが、どう説明されても総て人力であり、すごいとしか言い様がない。石舞台のすぐ近くにあった

のは、橘寺。聖徳太子生誕の地といわれる天台宗寺院である。木造聖徳太子坐像や絹本著色太子絵伝 などが

納められている。平日のためかどうかわからないが、境内にはあまり見学者もおらず、

落ち着いた雰囲気を楽しんだ。 

 高松塚古墳では、うっかりすると見落としそうな

所にあった高松塚壁画館の館内に、壁画発見当

時の現状から再現模造の模写まであり、展示され

た副葬品のレプリカなどと合わせると、高松塚古墳

の全貌がわかり、その貴重なことが理解できた。 

 旅の楽しみの夕食パート二は、土佐料理の店。

カツオの厚切りのタタキやウツボで、美味しく日本酒をいただき、ホテルに戻り、さら

に二次会というお楽しみのフルコースだった。この日もネットで見つけて予約したお

店だったが、本当に便利な時代になったことを痛感した。 

 最終日は、楽しみにしていた桜井市初瀬にある長谷寺からスタート。百人一首の「うかりける 人を初瀬の 山お

ろしよ はげしかれとは 祈らぬものを」と読まれた「はつせ」である。お正月に家族で百人一首を楽しんだ人もあ

ると思うが、子どもが小さかった頃を思い出した。今は「はせ」と呼ばれ、真言宗豊山派総本山長谷寺の門前町とし

て落ち着いたたたずまいを見せる所だった。長谷寺は、入口の仁王門から本堂までは三百九十九段の登廊（の

ぼりろう、屋根付きの階段）が続く。この階段をあえぎながら登っていくと、上から若い僧侶が軽やかにまるでステッ

プするように降りてきた。五十年振りの修学旅行であり、年齢を実感した瞬間である。長谷寺の本尊の十一面観音

が安置されている本堂は、前面が京都の清水寺本堂と同じく懸造（かけづくり、舞台造とも）で、国宝になっている。

思えば今回の旅は、随分と十一面観音に出会っているが、ここの仏様は足下から拝観することができ、その十メ

ートルを超える大きさ、迫力に驚かされる。一説には、鎌倉の長谷寺の十一面観音も同じ木から彫られたといわれ、

何となく親しみが湧いた。紅葉も始まっており、期待通りという感じ。 

  旅の最終は、女人高野で知られる室生寺である。女人高野というのは、女人禁制だった高野山に対し、女性の

参詣が許されていたことからだという。近鉄室生口大野駅から路線バスに乗って十五分ほどで、室生寺に着いた。

ここには、国宝の金堂、如意輪観音を本尊とする本堂（灌頂堂）、五重塔があり、境内の紅葉は、今回の旅で一番

綺麗だった。五重塔脇からさらに四百段近い石段を上ると、重文の空海を祀る奥の院御影堂が有るというので、

「次はない」と自分に言い聞かせチャレンジした。息は上がり、ヘロヘロになりな

がらの達成感に大満足で下山、最後の見学地終了となった。 

 奈良には美味しい蕎麦や三輪そうめん、柿の葉寿司、松茸ご飯などもあり、お

昼にビールと一緒に全部食べてきたことを報告して、五十年振りの修学旅行の

報告とする。                              端山 清 記                                           

五十年振りの修学旅行(２) 

石舞台古墳 

奈良の長谷寺 
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新年おめでとうございます。昨年は保護者の皆様、学校の先生方、地域の皆様、ボランティアの皆様

のご理解ご協力、ありがとうございました。 
本年もどうぞよろしくお願いいたします。 
今年の干支の「亥」には「次のステージに向けた準備期間」といった意味もあるようですが、イノシ

シといえば猪突猛進がしっくりするように思います。子ども達には前を向いて進み、周囲の様子も伺い
つつ行動し元気に躍動できるように支援員・職員共々、安全に配慮し見守りたいと思います。 

４児コミ代表 安武 敬子 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 

 

    

 

 

         

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

児童コミュニティクラブだより 

冬休み中の児童コミュニティクラブの様子です。 
１月４日は伊勢原第１・第２は伊勢原大神宮へ、比々多第１・第２は三ノ宮比々多神社へ初詣
にいきました。 

元気に発表できました。 

支援員も参加です。 

みんな真剣です。 
静かにお参りし、おみくじを
ひきました。 

山口校長先生、    
付き添いありがとう
ございました。 

盛り上がりました。 

楽しみました。 
 

 

未来っ子クラブと一緒 
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児童コミュニティクラブの保護者の方にアンケートを実施しました。  

４児コミあわせて１３９通の回答（回収率78％）をいただく事が出来ました。                   

保護者の皆様のご協力に感謝いたします。 

 

＜アンケート結果＞ 

 

項目 選択肢 人数 分布 

1．おやつ 

■満足 57  

■普通 72 

■不満 10 

  

2．日課 

■満足 66  

■普通 68 

■不満 3 

■無回答 2 

３．学習 

■時間増 37  

■現状可 99 

■不要 0 

■その他 3 

4．児コミ 

活動環境 

■十分 126  

■不十分 11 

■両方 1 

■無回答 1 

5．児コミ内

行事 

■満足 105  

■普通 34 

■不満 0 

  

項目 選択肢 人数 分布 

6．児コミ外

行事 

■満足 120  

■普通 17 

■不満 1 

■無回答 1 

7．保護者会 

■満足 29  

■普通 94 

■不満 15 

  

8．支援員の

対応 

■良い 102  

■普通 36 

■問題有 1 

  

9．１年～６年

の利用 

■満足 99  

■普通 40 

■不満 0 

  

10．延長利用 

■満足 76  

■普通 53 

■不満 3 

■無回答 7 

保護者の方から多数のご意見・ご感想をいただきました。                                

回答いただいたご意見・ご要望は今後の運営の中で有効に活用していきたいと思います。   
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講師には島津淳桜美林大学教授（当会理事）にお願いしました。 

地域共生社会とは、問題を抱えている人達の事を「我が事」と受け止めて行動できる住民が増え、 

行政は縦割りでなく地域のネットワークで、個別の問題を「丸

ごと」受け止め解決でき、誰もがそのニーズに合った支援を受

けられる地域社会です。 

その担い手として期待されるのがNPOやボランティアとい

うことです。 

生涯現役社会とは、高齢者も希望に応じて意欲・能力を生か

して活躍できる社会です。 

先生は次のように締めくくられました。 

〇国は財源を確保しないと、地域共生社会は「他人事・丸投げ」

社会になる可能性がある。 

〇生涯現役社会でボランティア活動が強いられることのない

市民参加型社会をいかに実現するのかが課題である。 

難しい問題を短時間で丁寧にお話しくださいました。  

吉田 円 記 

   小さなお子さんをお持ちの方、これからママになる方、お気軽にお立ち寄りください 

◆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 

 

＜12月の活動 ＞ 

 

◆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） 

ママたち 

折り紙でツリー

を制作中 

クリスマスお楽しみ会 (１２月１５日) 

「おはなしゆうびん」の皆さん（サンタさんも登場）に来て

いただきエプロンシアター「いぬのおまわりさん」と紙芝

居「ころちゃんのクリスマス」をみて楽しみました。 

成年後見部会 ＜研修会報告＞ H30.11. 27 

テーマ「地域共生社会と高齢社会対策大綱～情報提供と問題提起～」 

◆ 開催日 （2月～3月）◆ 

 木 火 木 火 木 

2月  5 👋 
7 

ユーコープ 
12 14 

3月 7 👋 12  26  

👋月初めの日は手形づくりの日、〇ヨガ体操   
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祝 ３０年度 伊勢原市社会福祉協議会会長表彰受賞して 

 

１月１５日（火）市立中央公民館２階レクリエー

ション室にて当会から高橋米子さん、神山幸子さん

が受賞されました。おめでとうございます。 

これからもますますのご活躍を祈念いたします。 

 

 

「回を重ねて」 
友愛電話の活動が始まって十数年がたち、私は会の仲間の皆様に助けてもらいな

がら今日までボランティア活動をさせていただきました。 

コーデイネーターから会話の進め方や、先輩のボランティアから会話の進め方、

利用者との話の交流、そしてその根底にある福祉の心と相手への尊重への気持ちに

ついて指導をいただいております。 

これからも自分の健康維持も考えながら、ボランティアとして、友愛電話活動の

お役に立つことに感謝しながら続けていきたいと思います。声でのお付き合いを大切にし、社会に

なじめない方、病弱の方々、独居の方等さまざまな生活に寄り添いが出来れば嬉しいです。利用者

さんが困っていること、嬉しかったことなど思い切ってお話をしましょう。そのうち回数を重ねる

うち、緊張がとれ、いろいろ話題が出てくると思います。お話の機会が増えて、次もお話をしよう

と思ってくだされば、ボランティアのはずみにもなり、本当に友愛電話となると思います。又私た

ちも何かを教えてもらえるうかもしれないと次の機会を楽しみにしている時もあるのです。                                      

高橋 米子 

 

「一 期 一 笑」 
新しい年の始まりに、伊勢原市社会福祉協議会会長表彰を頂きありがとうござい

ました。 

私が当会の活動に出会ったのは、１０数年前秦野市子育て支援センター「ぽけっ

と２１」で子育てアドバイザー勤務していた頃の事です。ここには近隣市からも多く

の親子さんの利用があり、伊勢原市の在住の方々も多く参加していました。その交流

の中にいた一組の親子から「子育てひろばきらきら」に参加したいが一緒に行っても

らうことできませんかと相談を受けました。この時、お子さんの障害を受け止めることに辛い思い

をされていたお母さんだったのでした。 

当時の私の勤務は週３日の「ポケット２１」.「きらきら」の開催日が火曜日。仕事が休みでし

たので一緒に参加することにしました。シティプラザ 1 階ホールの会場の受付で自己紹介をしま

した。この時会場にいらした中台さんにスタッフ用のエプロンを渡されたことが始まりでした。 

その後、仕事の都合で活動ができない時もありましたが 今では「友愛電話」「こども食堂」への

ボランティア活動に参加させて頂いております。私が中学校の頃に在籍していた市民劇団の方々に

「幸子さんの笑顔は 100 万ドルだね・・」と言われたり、「あなたは人と関わることが好きなん

ですね・・」と言って頂いたりする中で、出会った方々と交わす「笑顔」を大切に過ごすようにな

りました。これからも笑顔のパワーを多くの方々にひろめて行きたいと思っています。 

神山 幸子        
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２月１６日（土）午後２時から 

場所：シティプラザ１階会議室 

                参加費：300円 

  増本 康平 著：「老いと記憶～加齢で得るもの、失うもの」（中公新書） 

認知心理学の専門家による、最新の本です。 

“記憶力”は落ち続けるだけなのか？記憶と人生にも触れてあり、 

おもしろい？課題本です。  

◎初めての方でもお気軽にご参加下さい （問合せ） 090-3479-4810（中台） 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★寄附金 

杉山正彦 5,000円      島津淳 10,000円   笹原勉 10,000円  山岡直子24,000円  

飯田隆三 １０,000円  佐々木基 10,000円 麻生要 ５,000円    神山幸子 3,000円 

NPO法人ナチュラルトリートメント 5,000円    三光工業(株)  20,000円  

比々多地区民生委員・児童委員協議会児童部会  5,000円    Ｎ・Ｋ 5,000円   

匿名(２件) 20,000円  匿名 5,000円  匿名 10,000円  匿名 20,000円   

匿名（7件）7,913円                                 合計174,913円 

平成３０年度累計1,060,872円 

ご寄附者名簿（敬称略） H30. 11 月８日 ～ H31.１月 15 日 

 

 

 

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。 

♪予定表♪                   ♪指導♪ 古川恵子さん 

●開催日時  ２月 2日（土）、3月１6日（土）、4月２0日（土） 

●会 場   シティプラザふれあいホール １０時３０分～１２時       

●参加費   ３００円     

♪歌って笑って健康に感謝！ 今年も一緒に楽しみましょうね 

未来セミナー読書会 未来セミナー読書会 

🔶 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。 


