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～誰もが暮らしやすい福祉のまちづくり
みなさんの参加で活動を進めましょう。～

第 60 回お楽しみ交流会開催
★☆★下福田中学校生徒の皆さん手作りプレゼント有難う！ 「お年寄り代表」★☆★
「ひとり暮らし高齢者とボランティア中学生とのお
楽しみ交流会」が平成２８年２月６日、下福田コミセ
ンで開催され、地域のひとり暮らし高齢者と敬愛の園
入所者を招待、総勢７１名で楽しいひとときを過ごし
ました。 今年１４名の下福田中学校生が福祉学習の
一環として参加、高齢者のお世話や進行等のお手伝い
体験した。当初「敬愛の園」包括担当者から介護予防
のひとつで座ったままの体操と要領などのお話しで午
前の部を終わり、午後の会食会は、集会室に移動いつ
もの食生活改善推進員による心づくしのバイキング料
理が用意されました。 魚や野菜中心の旬の食材を
使って、高齢者に気遣って食べ易いように調理され、
献立は６品、
「ヨーグルト寒天」のデザート付きで、
どれもとても美味しく高齢者の皆さんに好評でした。
なお、配膳から給仕、後片づけでは中学生のみなさ
んが献身的に頑張ってくれました。 中学生恒例の「よ

さこいソーラン踊り」と、「ビンゴゲーム」で場は一
気に盛り上がり下福田中学校生の本領を存分に発揮し
てくれた場面多々あり。そのパワーから参加者全員が
元気をもらい、惜しみない拍手が送られました。その
うえ、忙しい中学生の皆さんから、招待者各人に「手
作りの膝掛け」とメッセージカードを添え手渡し。
戴いたお年寄
り「 生 徒 の 皆 さ
んのお気持ちが
と て も 嬉 し く、
さっそく使って
み ま す！」 と、
喜びの声が寄せ
ら れ て い ま す。
下福田中学校の生徒の皆さん、ご苦労さま次回もご
協力宜しくお願いします。

第 11 回 障がい者とのふれあい交流会

～おにぎらず作りに挑戦～

３月１２日、福田の里地域交流ホールにて、福田の
里と福田作業所の利用者の方々と西地区社協の４６名
で「ふれあい交流会」を開催しました。 おにぎらず

スープや煮物等と一緒においしくいただきました。
「ご飯をもっと薄く盛った方が後から切った時に見
栄えが良かった

をご存じてすか ? その名のとおりにぎらないおにぎり
で、サンドイッチの様にご飯でおかずをはさみ、半分
に切って出来上がり。 簡単そうですが、見るのも食
べるのも殆どの方が初めての挑戦です。６班に分かれ

の で は。」 と い
う声もありまし
た。 主 菜 や 材
料を細かく準備

て具材となる卵焼き・明太マヨ・ベーコン・納豆等
の準備から開始。
「卵焼き上手にできたよ。
」
「納豆は

の天柳さん、栄
養士さんありが

100 回混ぜなきゃ。
」ワイワイ言いながら具材の準備
が終了。海苔の上にご飯、具材、ご飯の順にのせて包
み込みました。具材を全てのせたり、シンプルに色合
いを考えて２種類だけのせたりと色々な種類のおにぎ

とうございまし
た。
食後はカラオケ大会で盛り上がり、楽しい時間を過
ごすことができました。次回はどんな料理に挑戦しま

らずができあがりました。

しょうか。

天柳さんが用意のお魚や

第 21 回「フィールド・デイサマー」参加者募集！

小中学生のふれあい交流で夏休みの思い出つくろう

★日時：8 月 6 日（土） 午前 10 時～午後 3 時 30 分

★申込方法：下福田 / 福田コミセンに用意の申込書で受付（保護者の押印が必要）

★場所：下福田小学校

★対象：渋谷西地区在住の小学生

体育館他

★募集期間：７/ 6（水）～ 30（土）

★募集人員：50 名先着順

★共催：渋谷西地区青少年指導員

★参 加 費：200 円

★ボランティア：下福田中学校生徒
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【２7 年度後期のおもな事業】

7/20 敬愛の園縁日
出店物の焼き鳥応援盛り上げ寄与
11/8 敬愛ふれあい秋まつり
８店舗に 16 名お手伝い

10/3 第 59 回お楽しみ交流会
福田コミセン
ひとり暮らしと敬愛の園の高齢者を招待。
敬愛の園健康講座と会食会に千本桜民謡同好会、
三味線合唱熱演。

10/1、12/2 赤い羽根共同募金
いなげや高座渋谷店前
10/1 募金額 : 9,313 円
12/2 募金額 : 8,587 円
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10/31 福田の里まつり 中庭
本年度より模擬店の焼きそば並びに
フランクフルトは、応援事業。

10/18 下福田コミセンまつり
出店 : 焼き鳥 予定 600 本早々に完売
収益金は、自主財源としてプール。

H28/1/19 男性料理教室
下福田コミセン
さばのピリ辛そぼろ風どんぶりに挑戦
成人病予防の一環で挑戦する 10 名

渋谷西社協便り

「地域福祉セミナーやまと２０１６」基調報告後の実践報告された三者の一部紹介
～少子高齢社会に立ち向かう

暮らしを支える活動づくりに向けて～

Q：幸ちゃん 今年の 3
月に「地域福祉セミナー

いたよ。
Q： 幸 ち ゃ ん

やまと」が開催されて、
渋谷西地区社協の取り
組みが紹介されたん

専門の人が
地域に来てく
れたら心強い

だ っ て！？ す ご い
ね！！
A：福おじさん そうな

ねー。永井さ
んがお話しし
た「チャイル

んだよ。
「地域福祉セミ
ナーやまと」は、大和市社会福祉協議会が主催し、そ
の年の地域福祉の集大成として開催しているよ。行政

ドケア」って
どんな活動をしているの？
A：福おじさん 「チャイルドケア」は子どもの一時

や専門職、地区社協や自治会、民生委員などの地域で
活動する団体などが、一堂に介して学び合う場なんだ
よ。 渋谷西地区社協としては、遠田事務長が「おた
すけ隊」の報告をしたんだ。

預かりや通園通学のサポート、子育て中の親の居場所
作りなど子育て支援を幅広く行っているんだよ。理事
長である永井さんは、チャイルドケアの活動だけでな
く、子育ては親だけが行うものではなく、地域で支え

Q：幸ちゃん そうだったんだ。他にはどんな人が報
告したの？
A：福おじさん 基調となる講演では、聖徳大学准教
授の豊田宗裕先生が講演していたよ。全国的な施策の
動きから、今後の地域福祉のあり方について分かりや
すく説明してくれたんだ。
また、大和市内の実践的な報告では、渋谷西地区社
協のほかに、桜ヶ丘中央病院の理学療法士の小野さん
とチャイルドケアの理事長永井さんが報告をしていた
よ。
Q：幸ちゃん どんなことを話していたの？
A：福おじさん 理学療法士の小野さんは、地域に対
して専門職である自分ができる事を熱く語っていた
よ。「予防」の視点から体操や講話を通して、地域の
方に分かりやすい介護予防の取り組みをしているん

ていくべきと、チャイルドケアの立ち上げの想いなど
も話していたよ。
Q：幸ちゃん いろんな立場の人が報告したんだね！
いろんな立場の人が、それぞれの視点で支え合えたら
とっても温かい地域になりそうだね！
A：福おじさん その通りだね。 地域の中には、さま
ざまな団体がいろいろな活動をしている。その活動を
一つにまとめて、連携がとれるようにしていく取り組
みの一つが「地域福祉セミナーやまと」なんだよ。来
年は、一緒に参加しようか。
Q：幸ちゃん うん！参加してみたいなー♪

だ。病院の中だけでなく、さまざまな地域活動に顔を
だし、独特な手書きの資料や大きい体を使って説明し
てくれるんだよ。
「自分は地域に顔を出すのが仕事」と、
呼んでもらえたらどこへでも行きますと力強く話して
平成 28 年度「企画奉仕」部員 33 名
武者
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宇井八重子 江畑洋子

大澤清美

小泉美恵子 佐竹育子

望月江子

弘

広報協力者
石丸敏昭

小松賢三

武

大滝昌司

努

長澤律偉

山口邦重

浅田紀子

岡山邦子

大野節子

大山和子

久保寺幸子

総務課
TEL (260)5633

渋谷西地区社協事務局ボランティア募集
社協で事務局ボランティアとして一緒に活動しませんか ?
ワード・エクセルが使える方ならば、男女問いません。
ご自宅にパソコンがない方もご安心を。

パソコン一式貸与

致します。興味がある方、詳細等はお気軽に事務局大瀧迄問い
合わせ下さい。

お助け隊協力者
大野

藤丸

【問合せ】
大和市社会福祉協議会

( 敬 称 略・ 順 不 同 )
乗田雅之

メールアドレス ootakia@nifty.com
電話番号

０９０－６１５0 －０２０４

「おたすけ隊」 草取り・樹木剪定等一時間位の作業ボランティ
アも募集しています。
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【街のトピックス
★社会福祉法人

渋谷西地区社協への協力団体紹介】

福慶会

福田の里

理事長

関水貴浩★

昭和 54 年に養護学校がようやく義務教育となり、
重い障害のある児童にも教育の機会が得られるように
なりました。
養護学校の義務制実施前の昭和 51 年には、故長洲

れらの歴史的背景に
よって生じ、家庭にお
ける障害のある人の支
援はその多くを母親が

一二神奈川県知事が燈燈無尽の精神で社会福祉活動を
推進する「ともしび運動」を提唱され、昭和 56 年に

担い、その実情は艱難
辛苦そのものでした。

は川崎市内で発生した予備校生による金属バット両親
殺害事件を契機にして「ふれあい運動」が提唱されま
した。 この頃から全国的に障害のある方の家族の手
によって障害者地域作業所が開設されました。神奈川

僅かながらの入所施
設も、その多くは障害のある人の家族がそれぞれ数
百万円に上る建設資金を寄付し設立されるなど、公助
とは言えるものではありませんでした。

県では、全国的に大規模入所施設が次々と開設される
中で「星の数ほど作業所を」と言われるほど多くの作

そういった時代背景の下、渋谷西地区社協の皆さま
の暖かいご支援により、平成 12 年 10 月市内で唯一

業所が開設されました。 しかしながら、作業所の多
くは障害者の家族の手によって運営され、運営する家
族には多くの困難がありました。
障害のある人の家族にとって入所施設の必要性はこ

の障害者の入所施設である福田の里が開所いたしまし
た。 以来、16 年間、渋谷西地区社協の皆さまには、
言葉に尽くせぬ多大なるご支援を賜り、心から感謝し
ております。

設立２５周年を迎えて

★

大和福田作業所

所長

山岸安志★

平成３年にオープンした大和福田作業所は、今年
２５年目を迎えました。大和福田作業所は、障がいの
ある人たちの働く場として、市内の障がい者団体と大
和市が協力して作りました。そうしてできた市内で４
番目の障害者地域作業所でした。
平成１８年に障害者自立支援法ができ、社会福祉法
人だけではなく、ＮＰＯ法人や会社などの法人が障が
い者施設を運営できるようになりました。私たちも７
つの作業所が一つになってＮＰＯ法人を作り運営する
ことにしました。

らまつりにご招待い
ただいたり、福田の里
との交流会で一緒に
食事を作り、カラオケ
を楽しませていただ
いたりと、いろいろと
交流をさせていただ
き、顔の見えるお付き合いをさせていただいています。
４月に熊本で大きな地震があり、多くの家が倒れ、
たくさんの人が避難所生活を強いられています。

その後、社会福祉法人として平成２５年に認可され
ました。福田作業所は２４名の障がいのある人たちが

顔を合わせているということは、災害等何かあったと
きにお互いに手を差し伸べやすいのではないかと、熊

通っています。発送物の封入やおしぼりのようなウエ
スを１００枚重ねて梱包する仕事などを行っていま
す。今は仕事が少なく作業を探しています。
給料は３，０００円から４，０００ 円です。渋谷西地
区社協の皆様には、桜の季節にお花見で千本桜のさく

本の震災で感じました。
渋谷西地区社協は活動が活発で生き生きとしていま
す。福田作業所も３０周年、４０周年とつながってゆ
きたいとおもいます。これからも、顔の見えるお付き
合いをお願いします。

― 編集後記 ―

編集：渋谷西地区社会福祉協議会広報担当

今年の梅雨は陽性型？世相は？
社協だよりは、皆さまのご協力で６１号発行でき、30
年を迎えました。

今回の施設紹介にあります、当地

域で頑張っておられる上記障がい者施

発行：渋谷西地区社会福祉協議会
〒 242-0024 大和市福田 611-1
コミュニティセンター下福田会館内
電話 046-268-1577

設に深いご理解を戴き、発展に共に協
力して行きたいものです。

4

印刷：県央福祉会「ワークス桜舎」

