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ささえあい活動事例集 

ここに掲載した事例は、2019年 4月 1日～2020年 3月 31日 

の間に、足立区社協「ささえあいブログ」に掲載した「地 

域活動リポート」をまとめたものです。 

団体の名称・情報は、取材当時のものです。現在は、変更になっている場合が

あります。 

本冊子をまとめるにあたり、「ささえあいブログ」掲載時の文章を一部変更した

箇所があります。 

事例に関するお問い合わせは、以下へお寄せください。 

社会福祉法人足立区社会福祉協議会  

基幹地域包括支援センター 地域福祉課 

電話 03-6807-2460  Fax 03-5681-3374 

足立区社協ささえあ
いブログ QR コード 



目次 

2019年度ささえあい活動事例集の発行に寄せて…………………… 1 

中部ブロック…………………………………………………………… 2～11 

千住ブロック…………………………………………………………… 12～24 

東部ブロック…………………………………………………………… 25～36 

西部ブロック…………………………………………………………… 37～47 

北部ブロック…………………………………………………………… 48～55 

ささえあいリポーターとは…………………………………………… 56 

リポーターの作成記事………………………………………………… 57～73 

事例の地区分類 

事例は、地域包括支援センターのブロック別に収録しています。 
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2019年度ささえあい活動事例集の発行に寄せて 

　ささえあい活動事例集とは・・足立区にある様々な地域活動を紹介し

た記事（地域活動リポート）を、１年を通じてまとめたものです。2015 年度から始ま

り、この冊子で５冊目となりました。 

　この事例集を作成した過程には、ほとんどの地域住民が、足立区にある地域福祉活動の

取り組みについて知らないという状況があること、地域の魅力や活動の取り組みを地域住

民の皆さんに伝えたい、という願いがあります。 

足立区民は 

「地域のつながりの必要性」を感じている 

「地域福祉のために役に立ちたい」と思っている 

にもかかわらず・・・ 

「助け合い・支えあいの活動」をどれも知らない 

（2019年度における足立区社会福祉協議会の区民アンケート調査結果より） 

　この「地域活動リポート」は、足立区社会福祉協議会の職員の他、「ささえあいリポー

ター」という区民リポーター（ボランティア）が執筆しています。区民目線での活動紹介

をどうぞお楽しみください。 

最後に・・・この事例集が皆様の活動の参考となり、足立区

のささえあい活動の広がりの一助となれば幸いです。 
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ふれあいサロン 梅島うたの会 

驚き！！埼玉からバイクで参加 

都立青井高校 

盆踊りでつながる地域の輪 

放課後等デイサービスまつぼっくりツリー×ふれあいサロンシュシュ絆

パプリカダンスと読み聞かせで「笑顔の輪」 

梅島住区センター 

毎日体操、毎日元気 
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だんだんサロン 

梅田住区センター 

梅田住区まつり 

ふれあいサロン 

劇団うめはる 

NPO法人アンドスプーン×梅田通町会 

梅田キッズ Festa2019 

地域包括支援センター関原 

わたしが座長、人生会議 
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都立青井高校 

盆踊りでつながる地域の輪 

みんなで盆踊りを踊ろう！ 

都立青井高校のダンスの授業にて、学生 130

名と盆踊りを踊りました。踊りを教えてくださっ

たのは、中央本町五丁目町会婦人部と中央本町五

丁目住宅親交会の方々です。 

授業のはじめに、青井高校の小川先生は「わた

したちの学校も地域の方に支えられています。地

域の方とつながる機会があればと思って、社会福

祉協議会に相談し、今回盆踊りを教えていただく

ことになりました」ときっかけを話しました。 

婦人部・親交会の方々が浴衣を着て美しい踊り

を披露すると、学生から「かわいい！」と声が上

がりました。クラスごとに輪になり、音楽に乗って踊り始めます。曲は、東京音頭、炭坑

節の２曲です。最初は見よう見まねで踊り始めた学生たちも徐々に覚え、集中して踊って

いる姿が印象的でした。 

ダンスが人と人とをつなぐ 

盆踊りを踊ったあと、今度は学生たちから東京

2020ダンスチャレンジの課題曲の発表がありまし

た。いきいきと踊るその姿を見て、婦人部・親交会

の方々も体を揺らして「元気いっぱいでよかった！」

「わたしたちも踊りを覚えた！」と笑顔で喜ばれて

いました。 

ダンスを一緒に踊ることで、地域で暮らす方々の

輪が広がり、つながっていく様子を見ることができ

ました。 

これから開催される両町会・自治会の夏祭りに、

何人かの生徒も遊びに行く予定だそうです。 

取 材 日 2019年 7月 9日（火） 参加者数 141名 

取材メモ 世代を超えて踊りを楽しむみなさんの姿に胸を打たれました。これから開

催される地域の夏祭りでも、踊り手が増え、盆踊りがどんどんにぎやかに

なることを楽しみにしています。 

取 材 者 松元茜、久米薫 

問合せ先 地域福祉課 ☎6807-2460 

交流する【青井】 

足立区社会福祉協議会 

サンプル 

画像 

輪っか、輪っか♪ 東京音頭を覚えます

盆踊り、ダンス発表を終えて喜び合う姿！ 
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放課後等デイサービスまつぼっくりツリー×ふれあいサロンシュシュ絆 

パプリカダンスと読み聞かせで「笑顔の輪」 

地域にある資源がつながる 

足立三丁目にある放課後等デイサービス

「まつぼっくりツリー」は、小学校 1年生か

ら高校 3年生までの、何かしら特別な教育や

支援、配慮が必要なお子さんが放課後に通う

場所です。施設代表の金子さんから「地域の

方と交流したい。この施設を地域に知っても

らいたい」という思いを聞き、この度、通所

されているお子さんと、地域で高齢者が集う

「シュシュ絆」（ふれあいサロン）の参加者

が交流する機会を試みました。それぞれの代

表同士がお互いの活動の様子を見学して、ど

んな交流ができそうかを考えました。 

歌と踊りで気持ちが一つに 

当日、５名のお子さんがサロンを訪問し、「ハッ

ピーハロウィン」「パプリカ」「ソーラン節」「かぼ

ちゃどん」のダンスを披露しました。明るく楽し

い曲調と子どもたちの表情や仕草に、高齢者の皆

さんの表情も和らぎます。そして、サロンスタッ

フから子どもたちへ絵本の「読み聞かせ」を披露

すると、真剣に聞き入る子どもたち。みんなに「笑

顔の輪」が広がりました。 

ある参加者の方は「毎回来てほしいわ」と話す

など、交流は大成功。これからも定期的に交流の

機会を積み重ねていきたいと考えているそうです。 

取 材 日 2019年 7月 23日（火） 参加者数 35名 

取材メモ 子どもの持つエネルギーや癒しの力、高齢者の持つ包容力や温かい眼差し

を同時に感じられた、貴重な時間でした。 

取 材 者 久米薫 

問合せ先 地域福祉課 ☎6807-2460  

解決する【足立】 

サンプル 

画像 

天真爛漫なダンスに思わず見入ってしまいます！ 

「これな～んだ？」絵本を読みながら子ども 

たちとコミュニケーションを楽しみます。 

足立区社会福祉協議会 
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ふれあいサロン 梅島うたの会 

驚き！！埼玉からバイクで参加 

梅雨吹き飛ばす！40人の歌声！！ 

今回、訪問したのは 2019年 4月から拠点を

梅島住区センターに変えた「梅島うたの会」で

す。 

訪問すると早速、オカリナとギターの演奏に

合わせて参加者が合唱しています。40人近い参

加があり、大勢の歌声は心に響くものがありま

した。 

「梅島うたの会」は、オカリナやギター演奏に

合わせた合唱、体操、お話など各担当が役割を持

って活動しています。 

一人だけが責任者ではなく、特定の人だけが

苦労することがないように、代表の高須さんが

参加者全員に気をまわし、会が進行されていま

す。 

インターネットの情報で活動者が増える 

「今回（6 月）の参加は、36 名です」「あの

人なんかは、埼玉からバイクで参加しているの

よ！」と「梅島うたの会」をお手伝いする「民生・

児童委員の梅田さん」から驚きの発言がありま

した。 

理由を聞くと、“東京都のホームページ”で「梅

島うたの会」紹介ビデオ（※）を見て、ぜひこの

会の仲間になりたいと思ったからとのこと。ホ

ームページへの掲載でこんな広がりがあったこ

とにうれしくなりました。 

取 材 日 2019年 6月 18日（火） 参加者数 36名 

取材メモ 足立区社会福祉協議会ホームページでも、足立区内のふれあいサロン情報

や地域活動リポートを掲載しています。ぜひ、一度ご覧ください。 

取 材 者 田谷典子、結城宣博 

問合せ先 地域福祉課 ☎6807-2460  

足立区社会福祉協議会 

地域を知る【梅島】 

梅島うたの会 プロボノ 

中野さんのギター演奏に合わせての合唱 

※東京都ホームページ（東京都ホームタウン

プロジェクト）にて映像が見られます。 
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梅島住区センター 

毎日体操、毎日元気 

体操も歌も盆踊りも日々の習慣に 

朝、9時 30分。ラジオ体操の音楽と共に

住区センターの大広間いっぱいに広がって

いるのは、朝の体操にやって来た高齢者の皆

さん。ラジオ体操の音楽は住区センターの職

員さんがかけてくれますが、その後は「梅島

福寿会」（老人会）のメンバーが中心になって

体操を進めていきます。歌に合わせた体操を

４曲、盆踊りを２曲、嚥下機能向上や口腔ケ

アになる「ぱ、た、か、ら」の言葉を使って

の歌練習など（この日は青い山脈を歌いまし

た）、歌の時間が約 30分。 

なんと、この朝の体操は月曜日から土曜日

まで毎日行っていて、誰でも参加できる、地域に開けた活動なのです。 

体操の後の交流も活力の源です！ 

 約 1時間の体操を終えた後、皆さんはお茶を

飲みながら交流を楽しみます。出入りは自由で

す。この体操の集まりは 20年くらい前からあ

りましたが、今の流れに整えたのは 10年ほど

前だとか。 

 代表の小林さんから元気の秘訣を一言。「毎日

体操するのが体にいいのよ。ここに来ている人

はみんな元気。この体操は誰が参加してもいい

から、もっといろいろな人に知ってもらい、も

っとたくさんの人に来てもらいたいです」 

参加されている皆さんがとても明るく生き生

きしていた時間でした。 

取 材 日 2019年 7月 4日（木） 参加者数 18名 

取材メモ 皆さんの動きが軽やかで若々しく、日々の習慣の大きさを肌で感じた時間

でした。 

取 材 者 長手裕子、久米薫 

問合せ先 地域福祉課 ☎6807-2460  

地域を知る【梅島】 

腕を伸ばして体をひねります 

輪になって盆踊り！ 

足立区社会福祉協議会 
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ふれあいサロン 

劇団うめはる 

梅田に衝撃！足立区唯一の劇団サロン 

「劇団うめはる」は、第 1・3 火曜日の月に

２回地域包括支援センター関原会議室にて寸劇、

ダンス練習、おしゃべりをする足立区唯一の劇

団サロンです。 

取材当日は、足立区シルバー人材センターの

会員向け研修会で寸劇の披露をしていました。 

なんと客席は 100 名を超えるシルバー人材

センター会員が集まり、「劇団うめはる」の寸劇

に感心、笑い、拍手が飛び交う時間でした。 

今回の寸劇は、認知症の方への対応方法を悪い例、良い例と演じ、わかりやすく具体的

に見せてくれました。 

通常の講習会では、なかなか理解しづらい認知症の対応方法もこの寸劇ならわかりやす

かったようです。客席の何度もうなずく姿が印象的でした。  

人生ここから、まだまだ現役・・・劇団員と発表の場を募集中！！ 

現在、劇団員は 17 名で、平均年齢は 70 歳を超えているそうです。認知症についての

寸劇は全７話です。サロンでの練習もやりがいを感じ、常に高みを目指しています。劇団

では一緒に演じてくれる仲間と寸劇を披露できる機会を探しているそうです。 

取 材 日 2019年 10月 18日（金） 参加者数 8名 

取材メモ 演技がうまい！ わかりやすい！ 楽しい！と大変勉強になりました。「人

生ここから、100歳時代」とは、まさにこの劇団のことと感じました。舞

台上で輝いている演者をみて、うらやましかった筆者でした。 

取 材 者 結城宣博 

問合せ先 地域福祉課 ☎6807-2460 

活躍する【梅田】 

足立区社会福祉協議会 

認知症の方への対応例を熱演中！
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梅田住区センター 

梅田住区まつり 

地域の力を集結 

今年で 30 回以上となる梅田住区まつり。当日は天候も良くたくさんの人で賑わいまし

た。住区センター１階には絵手紙や折り紙、生け花など色鮮やかな展示が並び、２階には

学童のお子さんが作成した作品が明るく飾られました。そこに、簡単ストラップ作りの体

験コーナーがあり、お子さんや親子連れで楽しんでいました。 

また、住区センター

１階では地域包括支

援センター関原と地

域の理学療法士、作業

療法士、栄養士、柔道

整復師が連携して健

康をテーマにブース

を出しました。 

地域の中に溶け込んで 

ブースで行ったのは、「栄養相談」「ロコモドテスト

※」「痛み相談」、何が自分の健康に向いているかを振

り返る「興味関心チェックリスト」。予想を上回る来

場者の対応に追われた皆さん。栄養士さん、柔道整復

師さんからは、「普段は地域に出ていく機会がなく、

一歩外に踏み出す機会を持ちたいと思っていた。地域

の方の声を聞く機会が持てて、とても嬉しい」という

言葉もが聞かれました。このお祭りは専門職の方、地

域の方に有益な時間だったようです。 

※ロコモドテスト：ロコモティブシンドローム（加齢による筋力低下などにより運動器の機能が衰え

て要介護状態になったり、そのリスクが高い状態）を判定する簡易なテスト 

取 材 日 2019年 10月 20日（日） 参加者数 1001人 

取材メモ 住区まつりを支えるたくさんのボランティアさんが印象的でした。多世代

のお祭りは元気がでます！ 

取 材 者 久米薫 

問合せ先 地域福祉課 ☎6807-2460 

活躍する【梅田】 

痛み相談の様子 

足立区社会福祉協議会 

お子さんたちの作品 たくさんの人で賑わう広場 
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ふれあいサロン 

だんだんサロン 

2020年の東京オリンピックに向けて 

10月 27日（日）に梅田地域学習センターに

学習室から英語が飛び交うサロンがありました。 

本日の参加者は８名で、初級・中級者、上級者

のテーブルに分かれて英語テキストを読み、意

味をみんなで確認していきます。 

参加者の顔つきは、とても真剣で時折笑いがあ

り輝いています。 

特に休憩時間になると、会話が英語で！！ 

筆者も会話に参加してみようと試みますが・・・

しばらく無言になってしまいました。 

その姿を見た参加者がフォローを入れてくれるなど、しっかり初心者にも気遣いがなされ

ています。 

英会話でばっちり健康に！ 

「だんだんサロン」は、毎月第 2・4日曜

日、梅田学習センターにて 13 時 30 分か

ら 17時まで英語を学びながら、おしゃべり

を楽しんでいます。 

メンバーの中には、在米歴 15年の元ワシ

ントン特派員の「宮地さん」がおり、優しく、

楽しく英語を教えてくれます。 

参加者に話を聞くと「来年の東京オリンピックでは、困っている外国の方に英語で道案

内やちょっとしたお手伝いをする」、「いろんな国の方と話をして、様々な文化を学んでみ

たい」と目標はとても高いものを持っています。 

参加者の中には、もうすぐ 90歳を迎える方もいるとのこと。脳トレや元気の秘訣は「英

会話」が効果的かもしれませんね。ぜひ、興味のある方は参加をしてみてくださいね。 

取 材 日 2019年 10月 27日（日） 参加者数 8名 

取材メモ このサロンにいろんな国の方が参加される日も遠くないと感じ、筆者も英

語を学び、話せるようになりたいと本気で思いました。 

取 材 者 結城宣博 

問合せ先 地域福祉課 ☎6807-2460 

活躍する【梅田】 

足立区社会福祉協議会 

会話も英語で「Soundｓ Gooｄ!（いいね）」
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NPO 法人アンドスプーン×梅田通町会 

梅田キッズ Festa2019 

２年に１度の子供会イベント！ 

11月 10日（日）、爽やかな秋晴れの下、梅田

通公園で「梅田キッズ Festa2019」が開催され

ました。このイベントは梅田通町会主催の子供会

イベントで、公園には焼きそば、フランクフルト

の美味しそうな匂いが漂い、射的やバスケット、

ヨーヨー釣りなど楽しそうなミニゲームもたく

さん用意されています。町会の子どもたちが参加

券を求めて今か今かと並んでいました。 

あそびでつながる多世代交流 

なかでも大盛況だったのは昔の遊びコーナ

ー。けん玉やお手玉、だるま落としといった昔

懐かしい遊びを体験できるコーナーです。この

コーナーは梅田通町会の方と、NPO 法人アン

ドスプーンの代表長汐さんと大原さんがお子

さんを連れ、協力して創りあげていました。「今

回のイベントをきっかけに、町会と NPO で今

後連携していけたら」と梅田通町会の小笠原さ

んは話します。 

長汐さんがお手玉のお手本を見せると、子ど

もたちは見よう見まねで挑戦！その様子を見

ていた町会の方も「わたしは３つもできるわよ！」と見事なお手玉さばきを披露され、取

材で来ていた私もついムキになって練習してしまいました。イベントに来ていた親子もけ

ん玉を見て足を止め、「懐かしいなあ、今できるかなあ」と親子で挑戦されている姿もほほ

えましく、印象的でした。 

 「梅田キッズ Festa2019」では、子どもからお年寄りまでがあそびを通して盛り上が

り、空高く笑い声が響いていました。 

取 材 日 2019年 11月 10日（日） 参加者数 120名 

取材メモ 今後町内会のイベントなどで NPO とつながっていけたら、地域のみなさ

んで一緒になってより楽しめるのではないかと感じました。 

取 材 者 久米薫、松元茜 

問合せ先 地域福祉課 ☎6807-2460  

交流する【梅田】 

足立区社会福祉協議会 

見事なお手玉に大人も子どもも釘付け！ 

梅田通町会の小笠原さん（左）と NPO法人アンドスプー

ン代表長汐さん（中央上）と副代表大原さん（中央下） 
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地域包括支援センター関原 

わたしが座長、人生会議 

人生の終わりまで、あなたはどのように過ごしたいですか？ 

「お父さんは病気なの。もう長くないのよ」 

「…父さん…、延命治療をしないと……！」 

「ちょっと待って！それはお父さん自身が

決めることよ」……この場に居合わせたら

緊張するような、踏み込んで話をするのに

勇気が要るような…なんと難しい論議なの

でしょう。これ実は、寸劇で語られた台詞

です。誰もがいつかは向き合うことになる

人生の最終段階における、医療やケアの選

択。それらを前もって考え、自らの生き方

と終末期の在り方について、望むことを家

族や医療・ケアチームに伝えて共有する場、それが『人生会議』です。 

2 月 1 日（土）、梅田地域学習センター４階ホールに梅田の地域住民の皆さんと、医療

従事者、介護事業者、地域包括支援センターや社会福祉協議会、足立区の所管課職員など

住民の在宅支援にかかわる支援者らが集い、それぞれの立場で『人生会議』を語りました。 

会議運営に地域住民が積極的にかかわる 

このイベントは、梅田地区の町会関係者、民生委員、絆のあんしん協力員、そして住

民の皆さんも企画に携わりました。当日

は会場設営や、舞台展開、場内の誘導な

ど、この日の人生会議を梅田地区の「我

が事」として地域全体が考えられるよう

に取り組みました。来場者には、全力で生

きること、そして終末期における自らの在

り方や家族らに伝えておきたいことを

日々意識しながら暮らし、それを周囲と共

有することの重要さが伝えられました。地域の交流の場で人生会議をしてみるのもいいよ

うです。来場者からは「終末期について前もって考えたり、周囲と話す機会は多くない。

自分や家族の人生について深く考えるきっかけになった」という感想が寄せられました。 

取 材 日 2020 年 2 月 1 日（土） 参加者数 218 名 

取材メモ 生きるって素晴らしいなあと、率直に感動した会議でした。 

取 材 者 東瑞恵 

問合せ先 地域包括支援センター関原 ☎ 3889-1487 

余命宣告を受けた父親。これからの人生をどう生きる？

医療やケアの選択は？  家族はどう寄り添っていく…

…？ 

住民の皆さん自らが、滋味たっぷりに寸劇を演じました。 

解決する【梅田】 

足立区社会福祉協議会 

公開討論「生死観はさまざま。私たち支援者は、本人の望み

に耳を傾け最期まで向き合い続ける」(写真左から)薮井主任

ケアマネジャー、羽田看護師、山本医師、10 地区民生・児

童委員協議会 川上会長、進行:足立社協・和田 
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ふれあいサロン「虹の会」主催“シニアの賄い comecome（噛む噛む）” 

ふれあいサロンが始めた地域貢献活動 

地域の孤食に目を向けて 

「虹の会」は、ふれあいサロンとして活動を開始し今

年で 14年目を迎えるサロンです。昨年の夏頃、代表の

下川さんは「地域には一人暮らしの高齢者が多い、一人

で食事をしている人も多いのではないか…」「高齢者が

集まって食事をする場を設けたい」と感じ、社会福祉協

議会に相談に来られました。 

「活動を始めたいが運営費がかかる」といった悩みを

抱えていたため、生命保険協会が行う元気シニア応援助

成金について紹介し、企画から一緒に考え応募すること

にしました。 

選考の結果、見事当選。活動を開始するにあたり会場とな

る住区センター、小台・宮城エリアを担当している地域包括

支援センター新田とも打合せを重ねました。住区センター

が行う「住区 deだんらん」と連携しながら、前半は食事会、

後半は交流の場といった流れで進める運びとなりました。 

地域の企業とも連携しました 

取材当日は、食を通して健康についても意識してもらい

たいという思いから、食事会の前に血管年齢測定などを行

うコーナーを設けました。協力してくれたのは、地域包括支

援センター新田が紹介してくれましたウエルシア薬局株式

会社です。測定会には、55名の長蛇の列ができました。 

食事会も多くの参加者で賑わい、半数以上は一人暮らしの

高齢者。「皆で食べるからおいしく感じる」といった声がた

くさん聞かれます。また、虹の会スタッフ最高齢の 91才の

女性からは「おいしいと言ってくれることが幸せ」と感想を話してくださいました。 

取 材 日 2019年 11月 2日（土） 参加者数 40名 

取材メモ 虹の会の皆さんの思いと行動力には感心するばかりです。次回は、クリス

マス会を企画しているそうです。ふれあいサロンの活動から一歩踏み込ん

で活動を開始した虹の会の取り組みの今後に期待大です。 

取 材 者 高橋亮 

問合せ先 地域福祉課 ☎6807-2460  

活躍する【小台】 

足立区社会福祉協議会 

虹の会の皆さん 

最後列右から 2番目が下川さん 

いただきますの前に 

しっかり口腔体操 
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そんぽの家 S王子神谷×東京芸術大学 DOORプログラム×東京都立新田高校 

あらゆる世代がつながるきっかけに 

多世代交流を目指して 

サービス付き高齢者住宅「そんぽの家 S 王子神谷

（以下、そんぽの家）」では、東京芸術大学の DOOR

プロジェクト（※）を通して 2 名のアーティストが

期限付きで入居し様々な取り組みを行っています。2

名のアーティストから各自で企画する取り組みを進

める中で「新田高校の生徒と関わりを持てたら…」と

相談をいただきました。社会福祉協議会から足立新

田高校に話を持ち掛けたところ「生活と福祉（選択科

目）」担当の先生から「地域の施設とつながりたいと

思っている」という返答をいただいたため、顔合わせ

の機会を設けることができました。 

話し合いの場には、そんぽの家 S、社会福祉協議会、地域包括支援センター新田の職員

も同席し、どんな取り組みができるのかを話し合い、入居している高齢者と高校生による

継続的な多世代交流を行う運びとなりました。 

高校生カラオケ喫茶の開宴 

取材当日は、アーティスト 2名が考えた「高校生カ

ラオケ喫茶」を実施。名前の通り、お茶を飲みながら

歌を歌い交流しようというものです。お茶は店員に扮

する高校生が用意し、高齢者のもとに配膳します。会

場内は、笑い声、昭和の歌謡曲や流行りの曲が流れ大

変賑わいました。みんなで童謡ふるさとを合唱した後

は、食事をしながら交流を深めました。参加した高齢

者からは、「皆で食べるとおいしい」「元気をもらえる。

また参加したい」といった感想が聞かれました。 

※DOOR プロジェクト：「アート×福祉」をテーマに「多様な人々が共生できる社会」を

支える人材を育成するプロジェクト 

取 材 日 2019年 11月 6日（水） 参加者数 約 20名 

取材メモ この交流は、この先も定期的に続けていく予定です。今は施設と高校の交

流ですが、この取り組みをきっかけに、今後は地域住民もこの輪に加わる

など地域全体で繋がる場になれば良いなと思いました。次は、どんな交流

が生まれ、どんな効果が生まれるのか楽しみですね。 

取 材 者 高橋亮 

問合せ先 地域福祉課 ☎6807-2460

交流する【新田】 

みんなで企画会議中 

足立区社会福祉協議会 
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2019 年度千住ブロック地域福祉活動フォーラム 

荒川氾濫時のどうなる？どうする？を中学生と考える 

水害の影響を受けやすい千住地域 

2019年12月14日区立千寿桜堤中学校の全

校生徒とその保護者、常東地域の民生・児童委員、

開かれた学校協議会に携わる方を対象に千住ブロ

ック地域福祉活動フォーラム（以下、フォーラム）

を開催しました。 

千住地域は、四方を川に囲まれた地域で、台風、

ゲリラ豪雨などの影響を受けやすい地域となって

います。今回は、中学生が水害の怖さを実感し、

日ごろから水害に備える心構えや行政の対策を知

ることで、中学生が地域と一緒に水害や防災の事

を考えるきっかけとなることが目的です。 

自分の生命は自分で守る！ 

当日は、荒川氾濫 DVD 上映のあと足立区の地

域特性や身近な対策について、足立区危機管理部

災害対策課長に講義をしていただきました。講義

の中では、「水害の恐れがあった場合は、正しい情

報で、正しい判断をして、自らの生命は自らが守る

こと（自助）が大切」とのお話がありました。 

フォーラムを終えて、地域福祉研究委員会のメ

ンバーからは「この取り組みを今回だけにせず、も

っと様々な地域に広げていきたい」との力強いお

言葉をいただきました。 

今回のフォーラムが、災害時に自分を守るため

の第一歩となり、多くの中学生が地域の一員として、大きな力となって活躍されることを

期待します。 

取 材 日 2019年 12月 14日(土) 参加者数 約 600名 

取材メモ 講義を受けて改めて水害の怖さを学びました。水害や災害を自分ごととし

て考え、いざという時のために備えたいと感じました。 

取 材 者 岡本喜子 

問合せ先 地域福祉課 ☎6807-2460 

地域を知る【千住】 

足立区社会福祉協議会 

千住地区地域福祉研究委員会のメンバーとブ

ロック担当職員 

真剣に話しを聞く生徒の様子
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千住龍田町町会 

目指すは地域の活性化。次世代に向けた町会イベント 

町会青年部の提案から 

千住龍田町町会青少年部の皆さんは、青

少年部の大西部長を中心に、地域の活性化、

若い世代の町会への加入率増加を目的に、

子育て世代を対象にしたイベントの企画を

町会に提案しました。青少年部以外の町会

役員の方々も、次世代を担う子ども達のた

めにと賛同し、今年の 2 月に初回となる焼

き芋のイベントを実施。約 300名の参加者

で賑わったそうです。 

この経験を踏まえて、今回は２回目とな

るイベントが企画されました。 

地元に愛着が持てる地域に 

イベント当日は、晴天にも恵まれ 100名以上の参加

者で賑いました。ビニールプールに流しそうめんなど、

夏ならではの催し物に子ども達は大喜び。子どもから高

齢の方々まで多世代で一緒の時間を過ごす貴重な機会

となっていました。 

参加していた保護者から「千住に住んでいた人は、ず

っと千住に住み続けるか、一度離れても大人になって戻

ってくる人が多い」といった話を伺いました。続けてそ

の理由を伺うと、「千住で育った人は千住が好き」「千住

は住み良い町。みんな親切にしてくれる」と千住への思

いが感じられる答えが多く返ってきました。 

地域の希薄化により、地域に触れる機会が少なくな

ってきている子ども達にとって、今回のイベントを通

して地元への興味関心が高まり、十数年後の千住地域

を支える人が出てきてくれると良いなと感じました。 

取 材 日 2019年 8月 4日（日） 参加者数 170名 

取材メモ 地域を活性化していくにも、まずは住んでいる方々が地域に触れて、住ん

でいる地域を知っていくことの大切さを感じました。 

取 材 者 高橋亮 

問合せ先 地域福祉課 ☎6807-2460 

地域を知る【千住龍田町】 

足立区社会福祉協議会 

町会の男性陣の皆さん。 

後ろ左端が、青少年部の大西部長 
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ふれあいサロン 千住男男キッチン 

酢豚＋防災食品に手を加えて 

こうやって作るんだね 

主に毎月第２火曜日に開催されている「千住男男キ

ッチン」男性を中心に、様々な料理を作って活動して

います。メニューはメンバーが食べたい物。料理のア

ドバイスは、ご近所に住む料理好きな女性の皆さんで

す。今回は「酢豚と白菜のスープ」を作ります。

 食材の調達は、メモを片手に代表の洲脇さんが、予

算内で購入します。「豚肉が安かったら、もう少し（ｇ）

増やしてください」とメモには書かれてありました。 

新鮮な白菜と新ジャガは「食談会（スマイル農園）」

からの差し入れです。タケノコが高かったので、色が

似ている新ジャガを代用して臨機応変に作っていました。 

 回を重ねるごとに腕前を上げているメンバーは、作り方を教えてもらいながら、手際よ

く仕上げます。今日作ったメニューは、復習を兼ねて、自宅で必ず家族に振る舞うメンバ

ーも。「料理が、こんなに楽しく奥深いとは思っていなかった」ともおっしゃっていました。 

特製チャーハンは防災食品で 

 町会に備蓄されている防災食品

があり、賞味期限間近の「五目ご

はん（アルファ米）」にハムやキャ

ベツを加えてチャーハンも作りま

した。 

 あっという間に出来上がり、余

った白菜も浅漬けにしていただき

ました。 

 どの料理も美味しく、会話も弾

み、和やかな時間を過ごしました。 

取 材 日 2020年 1月１４日（火） 参加者数 １０名 

取材メモ 男性限定！料理に興味のある方、メンバー募集中です。 

取 材 者 梅津良江 

問合せ先 地域福祉課 ☎6807-2460  

鶴の水引付き箸袋は手作りです 

交流する【千住龍田町】 

足立区社会福祉協議会 

代表者の洲脇さん 五目ごはんがチャーハンに 
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地域包括支援センター千住西×チームあだち×チームかぬま 

災害から身を守ろう！ 

災害に備えて… 

2019 年 7 月 19 日に地域包括支援センター

千住西の絆のあんしんネットワーク連絡会にて、

災害について考える機会がありました。 

初めに講師のチームあだちの多田さんより「災

害時、集合住宅にお住いの方は、自宅のトイレを

使えるのだろうか」と問いがあり、会場がざわつ

きました。答えは NO！下水管が破損している可

能性があるので、下層にお住いの方に汚水が漏れ

迷惑がかかる可能性があるからとのこと。「だか

ら簡易トイレが必要になるのですね」と参加者同

士で災害時の対応を確認し合っていました。 

段ボールトイレを作ってみよう！ 

参加者同士で協力しながら、試行錯誤を重ね、

段ボールトイレを作成しています。各班には「チ

ームかぬま」の方々が、作り方を伝授してくれま

した。カッターナイフを使う場面や、力がいる工

程の際は、男性の方が中心となって活躍していま

した。 

感想には、「一人で作ることは難しいので、事

前に作っておいた方がいいかもしれない」「今日

学んだことを、共有していくことが大切なのでは

ないか」との声が挙がっていました。 

災害時は多くの方の困りごとが発生します。 

今回の絆のあんしんネットワーク連絡会を通じ

て、地域の皆で考え、協力し、行動に移すことの

重要性を体感することができました。 

取 材 日 2019年 7月 19日（金） 参加者数 約 40名 

取材メモ 「段ボールトイレ」の必要性を多くの方へ広めていこうと思いました！ 

取 材 者 添田絵里香 

問合せ先 地域福祉課 ☎6807-2460 

地域を知る【千住中居町】 

協力しながら段ボールトイレを作っています 

足立区社会福祉協議会 

チームあだちの多田さんより、災害について 

お話いただいています 
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地域包括支援センター千住西×防災士 

防災の視点から地域を歩く 

住んでいる地域の地形を知っていますか？ 

10 月 10 日、地域包括支援センター千住西では、

絆のあんしん連絡会で防災士の中嶋喜文氏の案内のも

と、「千住西エリア・防災めぐり」を行いました。 

 地域包括支援センター千住西から出発して墨田川沿

いを歩き、千住桜木、千住龍田町、千住中居町とめぐ

りました。 

 中嶋喜文氏は高校の地理の教員をしていたこともあ

り、地理関係に詳しく、「千住地域は昔、地盤沈下して

いて、堤防を建て増ししたことや排水路があり、かさ

上げした土地である」ことを教えていただきました。 

参加者は実際に見て、足で感じながら普段気が付か

なかった地面の高低差を確認しました。また、地形を

裏付ける遺跡や海抜より低いことを示す標識の説明を

受けると、自分達の住んでいる場所で大雨が降った時

にどうなるかをイメージすることができました。 

台風 19 号の後で改めて・・・。 

町歩き直後に台風 19号が上陸し、河川の氾濫が各地

で相次いで甚大な被害となりました。 

 台風の後、中嶋喜文氏にあらためて心構えをお聞きし

たところ、「普段から地面の高低差を意識して歩き、町を

知っておくこと」、「自分たちが暮らしている土地の成り

立ちを調べておくこと」、「台風の前にはできるだけ遠く

へ早めに逃げることが大切」と伺いました。 

 地域を知ること＝命を守ること。普段気がつかない土

地の特性を知ることで防災の意識が高まりました。

取 材 日 2019年 10月 10日（木） 参加者数 16名 

取材メモ 近年、気候の変動のため水による災害が増えており、自分の身にいつ起こ

るともわかりません。この取組が千住だけでなく足立区内へ広がって欲し

いと思いました。 

取 材 者 田原智子 

問合せ先 地域福祉課 ☎6807-2460   

地域を知る【千住中居町】 

防災士の中嶋さん（後列一番左） 

足立区社会福祉協議会 

かつては荒川につながる水路があり、 
その後埋め立てられたことを示す看板 

19



地域包括支援センター千住西・絆のあんしん連絡会 

災害発生！備蓄しているアルファ化米をおいしく調理 

柔軟な発想で備蓄品をおいしく活用 

今回は「サバイバルクッキング」と題し、アル

ファ化米を使いました。アルファ化米は乾燥させ

た米飯で、通常、水やお湯を入れて戻して食べま

す。今回は火も水も使えない状況を想定し、水以

外の備蓄品（ウーロン茶、コーラ、青汁、トマト

ジュース、豆乳）を使い、試食しました。参加者

からは「水が無いと出来ないと思っていたけど固

定観念が覆された」「味はいいけど塩分が多いね」

「コーラは思ったよりおいしい」といろいろな声

があがりました。 

また、参加者同士で先日の台風 19 号について「初めて避難所に行ったが、いい経験だ

った」「川に囲まれている千住に住む自分たちが水害の事を考えなくてはならない」「マン

ションの高層に住んでいれば安心、とは言えないね」など実感したことを話しました。 

台風 19 号を教訓に防災を日常に 

「防災豆講座」としてチームあだちの

多田さんから台風 19 号の際の避難状況

の話や、包括職員から被災時の口腔ケア

の話、足立区職員からの「あだち安心電

話」の案内など役立つ情報がいっぱいで

した。 

多田さんからの「遊び心をもって日ご

ろから考えていく」「孫やひ孫に防災の意識を引き継いでいく」という言葉が印象的でした。 

 試食をしながら、わきあいあいとした雰囲気でしたが、台風 19 号を経験し、地域や家

庭での取り組みに活かそうという参加者の意思を強く感じました。 

 今年度の絆のあんしんネットワーク連絡会は地域包括支援センター千住西が「防災」を

テーマに様々な内容で開催しており、「同じ地域に住む住民同士が、楽しみながら繰り返し

体験し、気付きを共有」する大切な場となっています。 

取 材 日 2019年 12月 13日（金） 参加者数 26名 

取材メモ 防災について備え、考えることを特別にしない、という意識が会に集まる

人たちみなさんに根付いていることを感じました。 

取 材 者 市岡ゆき子 

問合せ先 地域福祉課 ☎6807-2460  

足立区社会福祉協議会 

解決する【千住中居町】 
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地域包括支援センター千住西×男子ごはん 

男の料理「具だくさんすいとん」 

みんなで決めた献立、みんなで作る 

地域包括支援センター千住西で開催されている男子ごはん。

今回は「すいとん」を作ります。買い物チームと調理チーム

に分かれてスタート。食材が届くまで、調理しやすいように

器具やテーブルなどセットして準備します。 

 すいとんの中身は、白菜、大根、人参、シメジ、ごぼうな

ど 10 種類以上野菜を切り煮込むと、栄養満点で豪華なすい

とんが出来上がりました。 

 大鍋で作ったすいとんは、煮込むほど旨味が増し、メンバ

ーは、お腹いっぱいになるまで、何杯もおかわりしていまし

た。「戦時中に食べたすいとんは、こんなに野菜は入っていな

かったなぁ」「おふくろを思い出した」などの感想にホロリと

させられる場面もありました。 

次回は「大人食堂」 

 これまでに培った腕前をフル

に発揮できる機会として、3月に

イベントを開催します。その名も

「大人食堂」。地域の方々に料理

を振る舞います。 

 今までに作った親子丼、カレー

ライス、うどんなど好評だったメ

ニューから、多数決で決まった

「餃子」を作ります。一品では味

気ないと「つけ麺」もセットで提

供します。 

次回もやる気満々です。 

取 材 日 2019年 12月 18日（水） 参加者数 18名 

取材メモ 次回の大人食堂では、腕によりをかけて振る舞うと張り切っていました。

どんなおもてなしをしてくれるのかとても楽しみです。 

取 材 者 梅津良江 

問合せ先 地域包括支援センター千住西 ☎5244-0248 

交流する【千住中居町】 

香り添えの柚子が繋がっていて

もご愛嬌で！！ 
大きな鍋は町会から借りました 

巧みな包丁さばきです 
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常東地域あんしん拡大推進会議 

やってみよう、乗ってみよう、押してみよう！ 

事業所の枠を超えて、地域とのつながりを 

「常東地域あんしん拡大推進会議（以下、「拡大

会議」）」は、常東地域で地域住民と保健、医療、福

祉関係者などが連携して、最期まであんしんして

暮らし続けられるまちづくりについて考える場で

す。この会議のコーディネートは、地域包括支援セ

ンター「日の出」と「千寿の郷」が担っています。 

拡大会議の取り組みの一つに、月一回のペース

で常東地域内の医療、福祉事業者が参加し、4 つ

のテーマごとに分かれて話し合う会議がありま

す。その中の「暮らしに役立つ知識を気軽に学べる環境づくり」をテーマとするチームが、

地域貢献の考えのもと、自分達が持つスキルや知識を活かしながら地域や住民に対し何が

できるのかを話し合いました。第1弾として、これから親を介護する人をターゲットとし、

介護をしていく中で必要性の高い車いすの試乗体験会を実施することとなりました。 

意外に簡単？難しい？ 

体験会当日は、地域の自治会の参加もあり、多くの参加

者で賑わいました。自走式、アシスト付き車いす、電動車

いす、シニアカーが用意され、専門職の方々は参加者に付

き添いながら、専門性を活かして、操作方法などをレクチ

ャーしていました。 

当初目的とした若い世代の参加は少なかったものの、ア

ンケートに回答いただいた 9 割以上の方が「ためになっ

た」と回答するなど、大変好評でした。車いすを試乗した

方に話を伺うと、「自分は介護で車いすを押したことはあ

る。いざ自分が必要になった時に、自分で車いすを使って

日常生活を送れるか心配だったが、案外簡単で少し安心で

きた」「車いすを必要になった時に相談したい」などといっ

た感想が聞かれました。 

取 材 日 2019年 11月 2日（土） 参加者数 29名 

取材メモ 専門職が地域に入り住民とつながることで生まれる効果を実感できまし

た。地域にある多様な資源がつながることの大切さを学びました。 

取 材 者 高橋亮 

問合せ先 地域福祉課 ☎6807-2460  

活躍する【日ノ出町】 

足立区社会福祉協議会 

従事した皆さん。ケアマネジャー、福祉用具

の事業所職員、社会福祉士、理学療法士、病

院の受付など職種は多岐に渡ります 
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地域包括支援センター日の出 絆のあんしんネットワーク連絡会 

多種多様につながって完成した居場所マップ 

活用できるものを模索して 

地域包括支援センター日の出（以下、包括日の出）

は、2017年度絆のあんしんネットワーク連絡会（以

下、連絡会）を通して、地域の居場所情報を大きな白

地図に集約する取り組みを行いました。その後、連絡

会の参加者から「集約した情報を活用できるようなツ

ールを作成してはどうか」との声があがりました。そ

こで包括日の出は、2019年度の 1年間を通して地域

の住民や企業などが主体となって地域の居場所が掲載

された冊子を作成するプロジェクトチームを立ち上げ

ました。 

情報の収集や掲載内容の確認などを連絡会参加者で役割

分担し、有志によって冊子の作成チームと配布チームを立ち

上げ、連絡会以外にも定期的に集まって検討を重ねました。 

2020 年 2 月に待望の冊子が完成し、タイトルは「楽し

いひととき笑顔マップ」に決定。連絡会の中でお披露目する

運びとなりました。 

地域のつながりが広がりました 

連絡会を通して、冊子は参加者が中心となって配付するほ

か、配布チームが交渉した地域の商店等に配架できることと

なりました。その数、35カ所。中には、包括日の出だけで

は気付けず住民だからこそつながれた場所もありました。 

冊子の活用方法も話題になり、「まずは反響を見てみたい」

「紹介しながら配りたいが、知らない活動もあるため、掲載

された活動について知る機会が欲しい」などの声があがりま

した。次年度も、この取り組みでできたつながりを携えながら、冊子の活用については検

討していくこととなりました。 

取 材 日 2020年 2月 18日（火） 参加者数 21名 

取材メモ この取り組みは、地域の民生・児童委員、絆のあんしん協力員など多種多

様な方々の協力があったからこそできたものだと思います。35 カ所の配

架先を地域住民が見つけてきたこともふまえてみると、取り組みを通して

地域のつながり、絆ができたことが大きな成果であると感じました。 

取 材 者 高橋亮 

問合せ先 地域福祉課 ☎6807-2460  

解決する【日ノ出町】 

冊子のレイアウトなどを皆で検討中 

足立区社会福祉協議会 

地図も住民の方が作成しました

表紙は、地域の小学生が描いた

絵を採用しました 
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千寿桜堤中学校 1年生 

ボランティアマインド 

～視覚障がいへの理解を手がかりに～ 

素直な生徒達を通じて… 

先天性の視覚障がい者である成川さん。2016

年より区内の学校を中心としてご自身の「想い」を

発信しています。 

これまでも多くの生徒たちと交流を重ねてきた

中で、成川さんが真に願うのは「素直な生徒たちを

通じて先生の意識を変えていきたい」とのことです。 

7 月 5 日(金)千寿桜堤中学校にて 1 年生、全 5

クラスを対象に出前授業を行いました。適宜質問

を投げかけながら行う授業を食い入るように聴き  

「障がい」について真剣に向き合う生徒たちの姿を見て「心を打たれた」と話す先生が  

いらっしゃいました。成川さんの想いが通じた瞬間なのかもしれませんね。 

ボランティアマインドとは？ 

 成川さんにとってのボランティアマインドとは、 

その人が何に困っているのか考えること、多くの事柄

にチャレンジすることです。また「困っている人の 

気持ちに寄り添うには、自分が上手くいかなかった時

のことを想像すればいい。そうすればそんなこともで

きないの？なんて言わないでしょ」と話していました。 

 また、教室移動の時に「お手伝いしましょうか」と

自ら手伝いを申し出る生徒に対し、笑顔で応える成川

さんはとても嬉しそうでした。自身の熱い思いのもと、

全身で伝え続ける成川さんの寛大さを感じました。 

取 材 日 2019 年 7 月 5 日（金） 参加者数 約 170 名 

取材メモ 障がいと真剣に向き合っている生徒達のキラキラした表情が見受けられ、

思いやりの心について自ら考える貴重な機会をいただきました。 

取 材 者 添田絵里香 

問合せ先 地域福祉課 ☎6807-2460 

地域を知る【柳原】 

生徒の肩に手を添えながら教室移動 

足立区社会福祉協議会 

目隠しをしてコップに水を注ぐ体験。

周りの生徒達も大注目！
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第  章 東部  3

 あやせ 

 こうどう

 かへい

 きたあやせ

 さの

 しんめいみなみ

あやせもりのひろば 

誰もが集える地域食堂をめざして

ShinyMoms(シャイニーマムズ) 

笑顔が輝く！「おとなとこどもの文化祭」 

スマイル・メイツ 

みんなを笑顔にする元気いっぱいのダンス

人生ココから実行委員会 

地域活動団体とケアマネージャーが 

孤立予防と地域参加をテーマに情報交換会を開催 

ふれあいサロン 神明南ひまわり 

笑顔のラストラン

おやこあそびサロン加平 

ハロウィンスタンプラリーで地域とつながろう

ふれあいサロン むつみ会 

もしもの時もおいしい食事を 

クラフトサークル 

クラフトカゴ作りで仲間づくり

ふれあいサロン“ななかまどいきいきサロン” 

「がんばらない、でもなげださない」12年間の集大成 

2019年度東部ブロック地域福祉活動フォーラム 

地域がはぐくむ、地域のたから～来て 見て 知ろう、みんなの活動～ 

ふれあいサロン 綾瀬サロンほっとミックス 

音楽でつながる地域の仲間
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31 

 地域 ページ 
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あやせもりのひろば 

誰もが集える地域食堂を目指して 

５団体の力を結集して取り組む 

綾瀬あかしあ園の地域交流スペース「ふぉら

ん」で地域食堂が開かれました。運営するのは

活動の拠点を綾瀬地域に置く５つの団体（ふれ

あいサロン「むつみ会」、障がい者施設「綾瀬あ

かしあ園」、「綾瀬ひまわり園」、「綾瀬なないろ

園」、ＮＰＯ法人「ぷらちなくらぶ」）です。数

年前から「子ども食堂をやりたい」と話してい

た「むつみ会」の代表・岡田さん。「ふぉらん」

のオープンをきっかけに綾瀬あかしあ園と交

流ができ、「あやせもりのひろば」として様々

な取り組みをしながら仲間を増やしてきました。そして今回、子どもから大人、障がいが

ある方、誰でも集える「地域食堂」を開催する運びとなりました。 

野菜・栄養・愛情たっぷりの食事に感動！ 

 当日は親子連れだけでなく、大人だけでの

参加者も。食堂を知ったきっかけも、町会の掲

示板、学校、口コミなど、様々です。５つの団

体がそれぞれのネットワークを活用し、広報

した成果が実りました。食事が出てくると待

ちきれない様子の子どもたち。「いただきま

す」の後は食事に夢中。手作りの大きなコロッ

ケを口いっぱいにほおばっていました。スタ

ッフの心のこもった食事で参加した皆さんの

心もあたたかくなり、たくさんの笑顔が見ら

れました。「今後は子どもたちと一緒に将棋を

したり、勉強を教えたりしたい」と話す岡田さん。今後の展開が楽しみです。 

取 材 日 2019年 3月 20日（水） 参加者数 20名 

取材メモ 参加者から「ふぉらん」を初めて知ったという声を聞きました。この食堂

をきっかけに施設を知る地域の方が増えると良いと思います。 

取 材 者 亀田明子、下鳥典子 

問合せ先 綾瀬あかしあ園 ☎5682-7272 

交流する【綾瀬】 

野菜たっぷり、ボリューム満点のメニューです

足立区社会福祉協議会 

食事準備中の紙芝居の時間。 

子どもたちに大好評！ 
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ShinyMoms（シャイニーマムズ） 

笑顔が輝く！ 「おとなとこどもの文化祭」

働くママたちの活躍の場 

 「シャイニーマムズ」は、“子育てをがんばるママがキラキ

ラ輝くように！”と足立区綾瀬近隣で子育てをしながら働くマ

マたちが、さまざまな活動を行っています。 

 6月 22日（土）には、手に職があるママの活躍の場として、

「おとなとこどもの文化祭」が勤労福祉会館（綾瀬プルミエ）

で開催されました。 

多世代に楽しんでもらえる地域のイベントになればと、今回

はじめて、オープニングに足立東高校和太鼓部による和太鼓演

奏を取り入れ、高校生や孫の演奏を見に来た祖母など高齢者の

姿も多くみられました。 

来て！見て！遊んで！ 

ステージでは、ママたちの華麗なダンスや美しいコーラス、

子どもたちによる可愛いダンスパフォーマンス。会場では、飲

食店やキッズネイル、おひるねアート、マッサージ、ハンドメ

イド雑貨など大人も子どもも楽しめる約 40 のブース（ワーク

ショップ）が出展。 

「毎年、楽しみに親子であそびに来ています。今年で 3 回

目。ステージも楽しみ」と 3歳児のママ。親子で参加できるイ

ベントとして、地域住民が楽しみにしていることが伺えます。 

また、「子供の運動能力を UP させるワークショップ〜子ど

もの発育に大切なカラダのお話〜」を行っていた NPO 法人

presents の佐々木代表から「今後も地域に貢献したい、地域

に根付いた活動をしたい」との声。そのほかの出展者同士も横

のつながりや、情報交換もでき素敵な文化祭になりました。 

取 材 日 2019年 6月 22日（土） 参加者数 600名 

取材メモ 生憎の雨模様でしたが、たくさんの親子が参加。東部地区

のママたちのパワーを感じるイベントでした。ローカルヒ

ーロー「ガルディア」も大人気！ 

取 材 者 戸谷純代、吹野栞 

問合せ先 地域福祉課 ☎6807-2460  

活躍する【綾瀬】 

足立区社会福祉協議会 

「自分で爪の色を選んだの」 

「親子が集まれる場所は？」

との質問に必ず名前があがる 

“ひよこのカフェハウス”さん 
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スマイル・メイツ 

みんなを笑顔にする元気いっぱいのダンス 

地域での仲間づくりと障がいへの理解を広げるために 

中学生から社会人まで、総勢 20 名のメ

ンバーで活動している「スマイル・メイツ」。

ダンスやコーディネーショントレーニン

グを行う障がい児（者）のサークルです。

「地域での仲間づくり、居場所づくり、社

会参加を目的にしています」と話す代表の

谷原さん。ダンスを通して区民の方に元気

を与えたい、障がいの理解につなげたいと

区内のお祭り等でのダンス発表にも積極

的に取り組んでいます。 

活動の場は保護者にとっての交流の場で

もあります。お子さんの進路や今後の生活について先輩保護者と情報交換する貴重な居場

所です。 

活動を支える大学生の先生たち 

 ダンス指導をするのは聖徳大学ダンス

部の皆さん。「ボランティアをするのも、

障がいの子と接するのも初めてで最初は

戸惑いましたが、子どもたちから声をかけ

てくれたので距離が縮まりました」と話す

リーダーの金子さん（4 年生）。立ち上げ

当時のメンバーの保護者が聖徳大学とつ

ながりがあったことが縁で、ダンス指導を

スタート。現在はダンス部のメンバー8 名

が交代で活動に参加、毎年新入生が加わり、世代交代をしながら活動を支えています。 

 「ダンスは楽しい！」と笑顔で話すメンバーの皆さん。2020 年の東京オリンピック・

パラリンピックに向けて、活動の場がさらに広がることが期待されます。  

取 材 日 2019 年 8 月 31 日（土） 参加者数 17 名 

取材メモ 皆さんのキラキラした笑顔に取材側が元気をもらいました。11 月の東部

ブロック地域福祉活動フォーラムでのダンス発表が楽しみです！ 

取 材 者 下鳥典子 

問合せ先 スマイル・メイツ 代表：谷原様 

http://smilemates.ioc.link/ 足立区 スマイルメイツで検索可。 

活躍する【綾瀬】 

足立区社会福祉協議会 

2020応援ソング「パプリカ」の練習中

「ボランティアで元気をもらっています」と話す金子さん 
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人生ココから実行委員会 

地域活動団体とケアマネジャーが 

孤立予防と地域参加をテーマに情報交換会を開催 

東部地域の団体とケアマネジャーが参集 

9 月 5 日（木）「人生ココから情報交換

会」を開催しました。15の地域活動団体、

10の関係機関、ケアマネジャーが集まり、

「孤立予防と社会参加」をテーマに話し合

いました。 

団体参加者から「団体の活動をどのよう

に発信したら良いか思案している」という

発言があった一方で、ケアマネジャーから

は「地域活動を紹介したら参加してくれた」

という発言もありました。異種、異分野の

交流の場には新しい取り組みの刺激とヒン

トがありました。 

孤立予防と地域参加のシンボルマーク「人生ココからマーク」が完成 

 この日発表された「人生ココからマーク」の

活用をめぐっては「シールを作って事業所など

に貼り、日頃の生活の中で目にする機会を作る」

「マークを使用した団体の交流会をする」など

の意見が出されました。 

 「人生ココからマーク」は、足立区東部地域

だけでなく、他地域の活動や、プロジェクトの

趣旨に賛同いただける個人の方にも無償で提

供されます。 

ぜひ皆様の地域の活動でもご活用いただき、

マークを介してつながり「孤立予防と地域参加」

をすすめていきましょう。 

取 材 日 2019年 9月 5日（木） 参加者数 78人 

取材メモ 昨年度の人生ココから見本市に続く、新しいプロジェクトです。こうした

異種、異分野の交流の場がどんどん広がっていくと良いと思います。 

取 材 者 堀崇樹 

問合せ先 地域福祉課 ☎6807-2460  

足立区社会福祉協議会 

ふだんの生活や仕事で気づくことは・・・ 

解決する【綾瀬】 
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クラフトサークル 

クラフトカゴ作りで仲間づくり 

情報交換の場として～手も口もフル活動！？～ 

綾瀬あかしあ園にあるフリースペース「ふぉらん」

で行われるクラフトカゴ作りの団体「クラフトサーク

ル」。昨年スタートし、今年は 5 回の開催を予定して

います。「あかしあ園での自主製作クラフトを見て、購

入していました。友人に作品を紹介したところ、自分

たちで作ってみたいとの声が挙がり、あかしあ園のご

協力を頂いて開催することができました。自分の子ど

もと違う障がいについても理解して欲しい」と主催者

の谷原さん。参加者は、子どもが障がいを持つお母さ

んや自身が障がいを持つ方など、ほとんどの方が口コ

ミでの参加です。「参加するといろいろな情報が入るの

で良い。手作業は得意ではないが楽しい」と参加者の

声。中には、江東区や杉並区といった区外からの参加

者もいました。 

取材日の作品は少々難易度の高いカゴで、みなさん

悪戦苦闘している様子でした。お昼を挟さむため、昼

食は併設しているカフェのランチを頂きながら、いろ

いろな情報交換の時間にもなっています。 

 午後からは、あかしあ園の利用者のみなさんが作品作りの応援に駆け付けてくれます。

講師のようにワンポイントアドバイスをすることもあり、教えることで利用者の刺激にも

なっています。「ふぉらん」ができたことで、地域との交流も増えたそうです。 

取 材 日 2019 年 9 月 13 日（金） 参加者数 10 名 

取材メモ 根気と集中力勝負のクラフトカゴ作り。次回は、11 月 22 日（金）です。 

取 材 者 大竹光夫 

問合せ先 谷原 copain.na＠gmail.com 

交流する【綾瀬】 

方眼紙を利用したスケールの上で、

クラフトバンドを切り、切ったバンドを

編んでいきます。 

取材日の力作が勢揃い！ 

足立区社会福祉協議会 

パプリカ熱唱で場を和ます利用者 
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ふれあいサロン 綾瀬サロンほっとミックス 

音楽でつながる地域の仲間 

綾瀬の地域で 

「綾瀬サロンほっとミックス」は、綾瀬

地域で活動するふれあいサロンです。ミニ

講座や交流など、代表の大竹さんが趣向を

凝らしたプログラムを考え、サロンを盛り

上げています。 

12月 19日（木）は、普段のサロンとは

一味違い、町会や綾瀬地域で活動する団体

と協力し合って、綾瀬住区センターにて「ク

リスマス音楽会」を開催しました。 

普段「綾瀬サロンほっとミックス」に参加

していない初めての方も多く参加してい

て、ふれあいサロンを知るきっかけになる

イベントでした。 

楽器の音色に癒されて 

 クリスマス音楽会は、綾瀬で音楽教室を

開く「カノン音楽教室」の先生 3名で、皆

さん綾瀬に縁があるとのこと。 

 クリスマスや季節を感じる曲を演奏して

いただき、参加者からは「素敵な音楽会だ

った。ぜひまた開催してほしい」との声が

ありました。 

 また、演奏の前後には、「綾瀬サロンほっ

とミックス」代表の大竹さんのお話があり、

ふれあいサロンや地域のつながりのことな

どを改めて知ることができました。 

取 材 日 2019年 12月 19日（木） 参加者数 44名 

取材メモ このイベントは、ふれあいサロン事業の連携・交流助成金を使用しました。

クリスマスや季節を感じ、参加者は大変満足した様子でした。 

取 材 者 吹野栞 

問合せ先 地域福祉課 ☎6807-2460 

地域を知る【綾瀬】 

綾瀬サロンほっとミックス 

通常開催も来てください♪ 

プロの演奏はやっぱりすごい！ 

足立区社会福祉協議会 
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ポリ袋の肉じゃが（左上）、ポテトチップ

スで作ったポテトサラダ（右）、アルファ

米を使用したおいなりさん（左下） 

ふれあいサロン むつみ会 

もしもの時もおいしい食事を 

防災食をクッキング 

11月 16日（土）ふれあいサロン「むつみ会」が

主催・運営する「防災食の試食会」が加平住区センタ

ーで行われました。 

綾瀬東町会の女性部長であり、防災士の風間さんを

講師に招き、非常時に食べる防災食のおいしい調理

法を教えていただきました。 

参加者には、むつみ会のメンバーのほか、地域住民

や近隣の福祉施設の職員と利用者、関係機関がおり、むつみ

会のメンバーと一緒に調理して手軽に防災食をおいしくアレ

ンジできる術を学びました。様々な方法で作った防災食を皆

で試食し、意外なおいしさに驚きと感動を覚えていました。 

地域で災害を考える 

 最近は、台風や高波などの災害も増えてきたことから、地

域住民の防災への意識も高まってきています。万が一被災し

た時には、水や火が使えない状況が長期にわたることもある

と言われています。そんな中で、少しでも防災食を

おいしくアレンジして、地域住民の防災意識を高

め、交流を通して地域の絆を深めていきたいと考え

たむつみ会代表の岡田さん。 

 今回のイベントでは、皆で一緒に調理の工程に参

加し、皆で一緒に試食することで「簡単に作れます

ね」「おいしいですね」と自然と参加者同士の会話

が生まれるような場面もあり、すてきなひとときと

なりました。  

取 材 日 2019日 11月 16日（土） 参加者数 約 30名 

取材メモ 水や火の使用を最小限に抑えても、料理はどれも絶品でした。防災食の試

食を通して、参加者の防災意識はさらに高まったと感じました。 

取 材 者 吹野 栞 

問合せ先 地域福祉課 ☎6807-2460 

交流する【加平】 

調理用ポリ袋を使って肉じゃがを作り 

ました 

防災食をおいしくするため

にひと手間を加えます 
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おやこあそびサロン加平 

ハロウィンスタンプラリーで地域とつながろう 

北綾瀬を仮装した子どもたちが闊歩（かっぽ） 

 2019年 10月 30 日（水）のびのび親子ひろばの「お

やこあそびサロン加平」が主催する「ハロウィンスタンプ

ラリー」が行われました。参加する子どもたちは思い思い

の仮装をして北綾瀬周辺のお店や施設をスタンプラリー

で回るというものでした。 

 受付をした後に、プロカメラマンに仮装姿を撮影しても

らい、ルール説明を聞いた後、いよいよスタンプラリース

タート。 

 子どもたちは、それぞれのスタンプポイントにて「トリ

ック オア トリート」の合言葉でスタンプとプレゼントを

もらっていました。 

こども 110番の目印も一緒に見つけてね 

 子どもたちがスタンプラリーで回る場所は、米店や

整骨院、住区センターなどさまざま。その店舗や施設

に「こどもをまもろう 110 番」のステッカーが掲示

してあり、子どもたちにはスタンプラリーを通して、

ステッカーの存在を認知します。もしものときに、そ

の施設に駆け込めるようにする周知の意味も込めて

いるとのことでした。 

 昨年度から始めたこのハロウィンスタンプラリー。

「おやこあそびサロン加平」と Y-ベース（※２）のメ

ンバーの 3名が計画や準備をし、当日を迎えました。

周囲の店舗や施設の協力があり、大成功に終わりました。 

※１ ものくる･･･おやこあそびサロン加平のメンバーである荏本さんが主催する、子ども服やおもちゃ

などの物々交換をするイベント。 

※２ Y-ベース･･･さまざまなイベントを企画・実施する地域のみんなが集えるコミュニティホーム。 

取 材 日 2019年 10月 30日（水） 参加者数 子ども 114人 

取材メモ 見守りボランティアの皆さんが町中に立っていたおかげで子どもたちは

安心してスタンプラリーを回ることができました。 

装飾がたくさん施され、下校途中の子どもたちも興味津々でした。 

取 材 者 野呂真一朗、吹野栞 

問合せ先 地域福祉課 ☎6807-2460 

地域を知る【北綾瀬】 

ものくる（※１）で手に入れた 

ドレス 

ルール説明の様子 

足立区社会福祉協議会 
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ふれあいサロン “ななかまどいきいきサロン” 

「がんばらない、でもなげださない」12 年間の集大成 

走り抜けた 12年間 

2019 年 3 月 8 日、弘道住区センターで脳ト

レや朗読を中心に行っている「ななかまどいきいき

サロン」が 12年の長い道のりに幕を閉じました。

「ななかまどいきいきサロン」は、代表の福澤さん

をはじめとする 5 名のスタッフが毎回 30 名を超

える参加者と一緒に脳トレや朗読、体操、手話でう

たなどさまざまなプログラムを行っていました。住

区センターの脳トレ教室として始まりましたが、平

成 21 年には、「ななかまどいきいきサロン」とし

てふれあいサロンに登録をし、より一層参加者と過

ごす時間を大切にする場となりました。 

街で会ったら声をかけてね 

最終回では、体操や荒川の話、脳トレに加え、

参加者は一言ずつ最終回への思いのたけを述べま

した。1年間のみの参加者もいれば 10年目とな

る参加者もいて、それぞれ「終わってほしくな

い」という気持ちや「今まで本当にありがとう」

という思いが言葉となって溢れていました。中で

も印象的だったのが、参加者の皆さんが口々に

「ここで出会ったのも縁ですから、街で会ったら

声をかけてください」と話しており、今後も続い

ていくかけがえのない関係が生まれる場であった

ことが伺えました。 

代表の福澤さんは最終回を迎えて「参加者が皆さん本当に良い方々で、皆さんからもら

ったパワーを忘れません」と話していました。最後の最後まで一人ひとりのパワーみなぎ

る会となりました。  

取 材 日 2019年 3月 8日（金） 参加者数 36名 

取材メモ これぞ最終回、といったような笑いあり涙ありの素敵な場となっていまし

た。これはスタッフの皆さんのこれまで築いてきた人間関係や雰囲気づく

りによるものであると実感しました。12年間、ありがとうございました！ 

取 材 者 吹野栞 

問合せ先 地域福祉課 ☎6807-2460  

交流する【弘道】 

スタッフの皆さん 

（中央：代表 福澤さん） 

最終回、笑って集合写真

足立区社会福祉協議会 
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2019年度東部ブロック地域福祉活動フォーラム 

地域がはぐくむ、地域のたから ～来て 見て 知ろう、みんなの活動～ 

みんなに“たから”を知ってもらいたい 

 秋晴れの 11月 9日（土）、東部ブロック地域福祉活動フォ

ーラム「地域がはぐくむ、地域のたから～来て見て知ろう、み

んなの活動～」が佐野地域学習センターで開催されました。 

「今、地域で広がる様々な活動。活動は人と人をつなげる

“たから”です。この“たから”を多くの人に知ってもらいた

い」という想いから、このフォーラムが企画されました。 

あっという間の 2時間！ 会場は大盛況！ 

オープニングは「スマイル・メイツ」の笑顔あふれるダンスパフォーマンス！ 会場は大

きな拍手に包まれました。第 1 部は「あやせもりのひろば（地域食堂）」「佐野地区民生、

児童委員協議会」「コミュニティホーム“Y-ベース”（居場所作り、体験教室）」が活動を紹

介。発表者のギター演奏にあわせて飛び入りで踊りを披露する方も！  

第 2 部は交流会です。出展団体は第 1 部での発表団体に加え「（社福）あいのわ福祉会

（自主生産品販売）」「ピーアークコミュニティガーデン（石鹸づくり）」「スマイル・メイ

ツ（活動紹介）」「（社福）あだちの里（クッキー販売）」「佐野地域学習センター（おはじき

サッカー）」「六ツ木診療所（栄養アドバイス）」「オレンジカフェ東部ブロック連絡会（手

帳配布、展示）」「朝日生命足立営業所（血管年齢測定、来場者プレゼント提供）」「社会福

祉協議会（地域活動マップ展示）、ふれあいサロン（作品展示）」の団体が、来場者や各出

展団体との交流を楽しみました。 

エンディングでは「足立区オリジナル介護

予防体操“あだち・らくらく体操”」で会場が

一体となって体をほぐしました。2 時間のフ

ォーラムでしたが、会場は終始和やかな雰囲

気に包まれ、来場者も出展者もそれぞれの団

体、グループの活動を「来て、見て、知る」こ

とができた楽しい時間でした。 

取 材 日 2019年 11月 9日（土） 参加者数 140名 

取材メモ 出展団体同士の交流はもちろん、来場者と意見交換を楽し

むブースも多く、皆様の生き生きとした表情が印象的でし

た。大人気のミンジー登場にも会場は大盛り上がり！ 

取 材 者 萩原明美 

問合せ先 地域福祉課 ☎6807-2460 

交流する【佐野】 

足立区社会福祉協議会 

佐野地区民生・児童委員協議会のみなさん 

「スマイル・メイツ」の 

ダイナミックで華麗なダンス 
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ふれあいサロン 神明南ひまわり 

笑顔のラストラン 

月に 1回集まって 

「神明南ひまわり」は、月に 1回、代表

者の自宅で行われるふれあいサロンです。

おしゃべりや歌をメインに行っていて、遠

方からの参加者もいるほどの賑わいのあ

る憩いの場です。 

ふれあいサロンとして立ち上がったき

っかけは、代表の齋藤さんがボランティア

スクールに参加した際に地域のつながり

について学び、自身もサロン活動をしたい

と思ったことからです。 

 今回は、「神明南ひまわり」のふれあいサ

ロン最後の活動としてクリスマス会を行

い、17名の参加がありました。 

最後も笑顔で「またね」 

 クリスマス会では、参加者の自己紹介か

ら始まり、歌やウクレレ演奏、小話など、

笑顔の絶えないひとときになりました。 

 「神明南ひまわり」は、気軽に集えて、

おしゃべりや手芸など毎回充実した時間

を送れるサロンで、地域の仲間の大切な居

場所です。ふれあいサロンとしては今回で

終了ですが、月に 1回集まっておしゃべり

をする場は今後も続けていくそうです。長

い間ありがとうございました。 

取 材 日 2019年 12月 26日（木） 参加者数 17名 

取材メモ 終始みんなで大笑いしながら素敵な時間を過ごしました。長い間、地域の

居場所としてふれあいサロンを続けてこられた代表の齋藤さん、本当にあ

りがとうございました。 

取 材 者 吹野栞 

問合せ先 地域福祉課 ☎6807-2460 

地域を知る【神明南】 

2018年の 6月の開催時 

いつも笑顔が絶えません 

ふれあいサロンとしては最後のクリスマス会 

足立区社会福祉協議会 
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社会福祉施設相互応援協定に基づく共同訓練 

災害対策イベント 

社会福祉法人白寿会 特別養護老人ホームプレミア扇地域交流会 

地域と一緒に盛り上がる秋祭り！ 

マケナイズ 

音楽好きによる演奏でお洒落な地域活動 

ふれあいサロン“江北ベジサロン” 

土にふれながら楽しいおしゃべり 

西新井地域ふれあいサロン 

第 3回 西新井地域ふれあいサロン交流会 

舎人あかしあ園  

地域交流会「舎人庵」を開催 

足立区（西側）を横断 

第 1回 RUN伴あだち 

医療生協「午後のティータイム班」 

体操とおしゃべりが健康の秘訣！ 

鹿浜地域ふれあいサロン 

ふれあいサロン交流会～私たちこんなことやってます～ 

社会福祉法人あだちの里 江北ひまわり園 

地域に根差した「サンライズフェス 2019」 
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社会福祉施設相互応援協定に基づく共同訓練 

災害対策イベント

災害対策×法人連携 

足立翔裕園、紫磨園、古千谷苑、ケアホーム

足立では、災害時に施設が被災した場合、事業

の継続や円滑な復旧を通じて入所者の安全を

確保するために支援し合う「社会福祉施設相互

応援協定」を締結しています。月に 1 回の頻

度で会議を開き、有事の際の備えと利用者の安

全確保に向けた話し合いを行っています。11

月 10 日には、ケアホーム足立にて、停電を想

定した調理訓練と、停電時や、災害時の施設運

営について体験談を通した共同訓練が開催さ

れました。 

停電時、高齢者施設で起こること 

共同訓練では、2011 年度の東日本大震災の際の計画停電時における介護業務の体験談

のほか、令和元年度台風 19 号の際の対応、エレベーター停止時、明りのない中で、ヘッ

ドライトを装着しての介護業務、入浴や清拭時における工夫など、各施設での体験談をも

とに、災害時における様々な問題について考えるとても貴重な時間となりました。 

また、オール電化厨房で停電が発生したことを

想定した調理訓練では、カセットコンロで調理さ

れたメニューを試食し、管理栄養士より調理の際

に苦労したことや、課題等について話を聞くこと

ができました。カセットコンロ 4 台で 100 食ほ

ど調理し、そのうち 40 食分(きざみ食とペースト

食×20人分)の盛り付けが終わるまで1時間20

分ほどかかったそうです。いただいた食事は温か

く、味付けなども工夫されており、停電時下であっても利用者へ美味しい食事を提供した

いという思いを強く感じました。 

取 材 日 2019 年 11 月 10 日（日） 参加者数 22 人 

取材メモ 参加者はみんな真剣で、質問や情報交換が盛んに行われていました。各施

設での実体験を聞くことができるとても貴重な時間となりました。 

取 材 者 石川実季 

問合せ先 介護老人福祉施設 ケアホーム足立　☎3853-6800 

解決する【入谷】 

介護職員や、法人本部職員など様々な目線での体

験談を聞くことができました。 

きざみ食とペースト食の 2種類を試食しました。 
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社会福祉法人白寿会 特別養護老人ホームプレミア扇地域交流会 

地域と一緒に盛り上がる秋祭り！！

地域との関わり、繋がりを大切に 

社会福祉法人白寿会が運営する特別養護

老人ホーム「プレミア扇」において、毎年恒

例の秋祭り「プレミア扇地域交流会」が 11

月 3 日に開催されました。この、地域交流

会は、職員だけでなく、地域のボランティア

もスタッフとして参加され、また、社会福祉

法人トポスの会の手作りパン販売、近隣のセ

ブンイレブンの模擬店の出店など、地域が一

体となったイベントでした。 

ウェルカムな雰囲気を感じる空間 

「沢山の方に足を運んでいただきたい」との想

いから、白玉ぜんざいが無料で配布されていまし

た。会場は「プレミア扇」の駐車場と施設を開放

しており、ウェルカムな雰囲気が漂っていました。

地域住民の方との関わりや交流をとても大切にさ

れており、スタッフが来場者に積極的にお声掛け

していた姿がとても印象的でした。 

オープニングセレモニーは第六中学校吹奏楽部の

演奏に始まり、禧響（ききょう）の和太鼓演奏など

ステージも大盛り上がりでした。午後からはプレミ

ア扇の職員による、認知症サポーター養成講座も開

講され、認知症高齢者への理解を図るため、笑いも

交えて分かりやすく説明されていました。職員と地

域が一体となって盛り上げる「プレミア扇地域交流

会」へ是非一度、遊びに行ってみてください。 

取 材 日 2019年 11月 3日（日） 参加者数 472人 

取材メモ 今年で 9回目の開催で、毎年バザー等の売上金は必要経費を除き全て社会

福祉協議会にご寄付いただいております。大切に使わせていただきます。 

取 材 者 石川実季、高橋祐治 

問合せ先 社会福祉法人白寿会 プレミア扇　 ☎3890-3333 

交流する【扇】 

キッズコーナーのハーバリウム教室では、親子が一

緒になって楽しそうに作品を作っていました 

講座終了後には、認知症サポーターの証で

あるオレンジリングがもらえます 

足立区社会福祉協議会 

大迫力の和太鼓演奏は見ごたえがありました 
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マケナイズ 

音楽好きによる演奏でお洒落な地域活動 

音楽を通じて高齢社会を足立区から元気にしたい！ 

12月の高い空の下、なにやら軽快なジャズの

音色がもれて聞こえてきます。この日、プロのプ

レイヤーによる往年の名曲たちに包まれ、扇住区

センターは心踊らせる高齢者で賑わっていまし

た。9年前に団体を立ち上げてから、区内各所の

福祉施設を中心に慰問を重ねてきた「マケナイ

ズ」。なんとトータル 100公演以上の演奏をして

きました。 

現在、「マケナイズ」の事務局長（兼あだち音

楽祭会長）を務める杉下さんは「足立区で生ま

れ育ったので、恩返しがしたい。音楽の力で足

立区を盛り上げて、『音楽のまち 足立区』と呼

ばれるくらい頑張っていきたい」と活動につい

て熱く語ってくださいました。 

震災をきっかけにマケナイズの一員に 

この日カメラを構えていた杉浦さんは、「マケ

ナイズのテーマソング『マケナイズ音頭』が気に

入って団体に関わるようなった」と教えてくださ

いました。東日本大震災直後、学びピアで慰問演

奏をしていた「マケナイズ」の演奏を偶然聴いて

以来、大ファンとなったそうです。追っかけとし

てカメラ撮影をしていた際、声をかけられ、現在

では映像担当として慰問にも帯同し、その技術を

存分に発揮しています。杉浦さんの覗くレンズの

その先には、お洒落な音楽を奏でるプレイヤー

と、楽しむ地域の高齢者たちの和やかな笑顔が輝

いていました。 

取 材 日 2018年 12月 8日（土） 参加者数 67名 

取材メモ 音楽が大好きで、足立区を盛り上げたい人たちで繋がっていく、お洒落な

地域活動でした。 

取 材 者 木村紘輔 

問合せ先 地域福祉課 ☎6807-2460 

演歌歌手川中美幸さんの 

バンマスも務めたプロの演奏！ 

足立区社会福祉協議会 

活躍する【扇】 活躍する【扇】 

『マケナイズ音頭』で盛り上がる会場 

40



畑作業の前に、まずは準備体操 

ふれあいサロン“江北ベジサロン” 

土にふれながら楽しいおしゃべり 

畑を通じた地域交流 

足立区内でも特に高齢化率の高い江北地域で、

もっと地域住民の交流の場を増やせないかと、昨

年から絆のあんしん協力員、地域包括支援センタ

ー江北、足立区社会福祉協議会などで話し合いを

重ねてきました。そして、2019年5月9日（木）、

清水民生・児童委員の畑と江北地域に新たに設立

された障がい者福祉施設「江北ひまわり園」のス

ペースをお借りして始動したのが、「江北ベジサロ

ン」です。 

「土いじりするの、久しぶりだわ」「種を真っすぐにまくには紐で線を引くんだよ」「皆

で食べられるスイカも植えたいね」そんなにぎやかなおしゃべりと笑い声が畑いっぱいに

響きました。 

畑作業後はお茶を飲みながら交流会 

「江北ひまわり園」の地域交流スペースでウォーミ

ングアップの体操を行い、隣の畑に向かいました。汗

ばむほどの陽気の中、枝豆、落花生、大根、じゃがい

もなどをみんなで植え、水やりをしました。「落花生の

種って普段食べるピーナッツなんだね！」、「どんな芽

が出るのか楽しみ」、「このやり方で大丈夫だったかな

ぁ」など、初めての畑作業に期待と不安でいっぱいな

様子でした。 

畑作業の後は「江北ひまわり園」に戻り、お茶を飲

みつつ、自己紹介や畑作業の感想などを話しました。初めて会った地域の方同士が、畑作

業を通して自然と会話を交わせる、笑顔いっぱいの交流の場ができました。 

◆江北ベジサロン◆ 

【開催日】毎月第 2・4木曜日 10時～12時 【参加費】100円  

【集合場所】江北ひまわり園（江北 1-26-22）※申込不要。直接会場にお越しください。 

取 材 日 2019年５月９日（木） 参加者数 約 15人 

取材メモ 畑作業をしながら、植えた野菜をおいしく食べるレシピの話も出て、和気

あいあいとした雰囲気でした。 

取 材 者 田中由美子、髙橋美紀、佐藤美穂子、平めぐみ 

問合せ先 地域福祉課 ☎6807-2460 

収穫できるのが楽しみです

解決する【江北】 

足立区社会福祉協議会 
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医療生協「午後のティータイム班」 

体操とおしゃべりが健康の秘訣！ 

まずは健康チェックから 

 「江北生協診療所」の向かいにある「かえで薬局」

の 2階では、毎月第 2火曜日の午後 1時 30分から

体操とおしゃべりをメインとした集まりが開催されて

います。平成 29年 4 月に発足し、丸２年半経ちまし

た。サロンではありませんが、毎回５～6名程度の参

加者がおり、和気あいあいと楽しく過ごしています。

皆さんは生協の組合員で健康意識の高い方々ばかり。

そのため、「この漬物はね、お塩少しだけで味付けして

いるの。食べてみて！」と、料理の話で盛り上がって

いました。体操を行う前に、まず参加者は全員血圧を

測り、その日の健康状態を把握してから実施していま

す。 

工夫を凝らした体操 

班会リーダーである田沢きよみさんは、運動サ

ポーター認定の資格をもっています。椅子やタオ

ルを使った運動だけでなく、口腔体操を行って、

皆さん程よい汗をかいていました。スクエアステ

ップというマットを用いて正しく歩く練習も笑顔

ではつらつと取り組んでいました。 

体操終了後は、爽やかなミントティーとお茶菓

子でおしゃべりタイム。参加者からは「言葉の運

動ってすごくいいわ」という声もあり、皆さん毎

月の開催をとても楽しみにされています。 

田沢さんは、今後は生協会員以外の地域の方々

の参加も募っていきたいと話していました。 

取 材 日 2019年 9月 10日（火） 参加者数 6名 

取材メモ タオルを使った体操は意外にハードで、翌日には筋肉痛に。人生初のミン

トティーは大人の味で、「午後のティータイム班」という名にふさわしい、

素敵な女性たちの集まりでした。 

取 材 者 川島美穂、髙橋美紀 

問合せ先 地域福祉課 ☎6807-2460  

交流する【江北】 

足立区社会福祉協議会 
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社会福祉法人あだちの里 江北ひまわり園 

地域に根差した「サンライズフェス 2019」 

地域のみなさんが関わったお祭り 

2019 年 9 月 28 日（土）に社会福祉法人あだち

の里「江北ひまわり園」にて「サンライズフェス

2019」が開催されました。施設が 4月にオープンし

て初めてのお祭りは、お天気にも恵まれ、大変な盛り

上がりでした。 

施設 3F のホールでは、近くの保育園の園児による

合唱、江北桜中学校吹奏楽部による演奏、マジックシ

ョーやダンスなど、来場者を楽しませる様々な催し物

が開催されていました。また、2Fや１F、駐車スペー

ス等では、カレーライス、パン、フランクフルト、焼

きそば、せんべい、ベビーカステラ、唐揚げなど、様々

な飲食物の販売や、バザー、ゲームコーナーなどが設け

られ、施設中がおいしい匂いとともに、子どもから高齢

者までたくさんの明るい声に包まれていました。 

江北ベジサロンもボランティアで参加 

「江北ひまわり園」の地域交流スペースで月 2回

活動する『江北ベジサロン』のスタッフの方々が、

「ひまわり園さんにはいつもお世話になっているん

だから、こんなときは喜んで手伝うよ」と、ボラン

ティアとして飲食物の販売やお祭りのプログラムの

配布をお手伝いされていました。 

江北ベジサロンの他にも、江北桜中学校の学生さん

等、たくさんの地域の方たちが協力する、新たな地域

のお祭りの誕生となりました。 

取 材 日 2019年９月 28日（土） 参加者数 約 500～600人 

取材メモ お昼は 2Fの食堂でカレーライスを食べました。ほどよい辛さのおいしい

カレーでした。 

取 材 者 佐藤美穂子・平めぐみ 

問合せ先 地域福祉課 ☎6807-2460 

交流する【江北】 

足立区社会福祉協議会 

親の会や地元のお店が 

おやつやお弁当を販売していました。 

通所されている方々が作成した大きなちぎり絵。 

43



足立区（西側）を横断 

第１回ＲＵＮ伴あだち 

北海道で始まり、足立区に・・・ 

10 月 26 日（土）の午後 1 時に足立区役

所から「RUN伴あだち※」がスタートしまし

た。足立区役所をスタートし、日光街道を走

り、スマイル・エイジングパートナー、あい

あいサービスセンター、西新井大師など足立

区の西側施設を回り、最後に特別養護老人ホ

ームハピネスでゴールです。 

今回のイベントでは、17事業所 86名のランナー（うち認知症当事者の方 10名）と各

中継スポットや沿道を含めて約 300名もの参加で大盛況でした。 

実行委員長の福田さんは、「このようなイベントが足立区で実施できたことに本当に嬉し

く思います。様々な関係者が支援してくれたことで実行できました。1 回だけでなく、こ

の活動をどう広め、継続していくかを皆さんと一緒に考えていきたいです。」と力強く語っ

ていました。 

※RUN 伴あだちとは、認知症の啓発活動として「認知症になっても足立区で過ごせる」

をテーマに参加者がオレンジの Tシャツを着て、足立区を走る（歩く）イベントです。 

取 材 日 2019年 10月 26日（土） 参加者数 約 300名 

取材メモ 認知症の利用者も参加され、ゴール地点では本人、家族、関係者が一緒に

涙を流し、とても感動的な場面でした。このイベントで認知症の理解が少

しずつでも進んだ事をうれしく思います。 

取 材 者 結城宣博 

問合せ先 地域福祉課 ☎6807-2460 

地域を知る【江北】 

足立区社会福祉協議会 

中間地点のゴールで次のランナーにバトンタッチです。 
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舎人あかしあ園 

地域交流会『舎人庵』を開催 

多世代・他分野とつながり地域に根ざした施設へ 

「舎人あかしあ園」（古千谷本町 2-25-11）で行

われた『舎人庵』は縁日をテーマに開催されました。 

「ふぉらん」という自主生産品のパン販売、近隣の

障害者施設・企業のブース、舎人図書館のお話会やパ

ネルシャインアートなどが行われ、親子連れを中心に

大変な賑わいとなり、地域の方との交流を深める貴重

な場となりました。 

※シャインアート……パステルを粉状にしたもの

を指などで描く絵のこと 

地域の障がい理解を目指して 

 施設の利用者の方が販売などを行っており、親子で参加していたお母さんは「施設は知

っていたけど、入ったのは初めて。私も勉強になったし、子どもにとっても楽しい場なの

が良いですね」と語りました。「舎人あかしあ園」の大手（おおて）施設長は「今回の『舎

人庵』をきっかけに地域の方にも知ってもらうことができました。また、利用者の方も普

段関わりのなかった地域の方々との交流もあり、良い機会となりました」と地域の障がい

理解と利用者の方の社会参加についての一助となったことをお話しされました。 

取 材 日 2019年８月２日（金） 参加者数 約 300人 

取材メモ 障がい者施設だけではなく、多様な機関との交流の場となりました。高齢、

障がい等に関わらず、地域住民にとって、心強く温かい居場所になると感

じました。 

取 材 者 木村絋輔 

問合せ先 地域福祉課 ☎6807-2460 

足立区社会福祉協議会 

上：舎人図書館の紙芝居をみる子どもたち

下：「ふぉらん」のパンや工作品販売の様子 

解決する【古千谷本町】 

左：パネルシャインアート作成中～ 中央：できました！ 右：素敵なイベントをやり終えた利用者の方と職員さん 
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鹿浜地域ふれあいサロン 

ふれあいサロン交流会～私たちこんなことやってます～ 

自分たちのサロンをこの地域の人に紹介したい！ 

谷在家福祉園（谷在家 3-13）で、鹿浜地域の 7サロン（サロンいろり、サロンさくら、

サロンつばき、サロンなごみ、サロンひばり、体操クラブつどい、手話と体操で若返ろう

会）が主催となり、サロンの居場所づくり活動を地域に紹介するイベントを行いました。 

各サロンの発表では、体操や手話や歌を全員参加で行うなど、個性を出し会場を沸かせ

ていました。また、会場には華やかなブースを設けるなど参加者にサロンを知ってもらう

ための内容が盛りだくさんでした。 

参加者からは「近くにこんなにサロンがあるのは知らなかった！これからの参考に他の人にも

知らせたい」や「楽しかった！サロンの方が活き活きして頼もしいと思った」とイベントの成功

を感じられる意見が多かったです。また、サロンスタッフからは「学芸会みたいで若返っ

た気持ちになったわ♪」と笑顔あふれる今回のイベントを象徴するコメントも聞けました。 

取 材 日 2019年 10月１０日（木） 参加者数 約 110名 

取材メモ 元々はサロンのお困りごとをサロン同士で解決するための集まりでした

が、徐々に皆さんの熱量が高まり、サロン周知のイベントに至りました。 

取 材 者 木村絋輔 

問合せ先 地域福祉課 ☎6807-2460 

地域を知る【鹿浜】 

足立区社会福祉協議会 

サロン紹介ブース サロン発表の様子 
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西新井地域ふれあいサロン 

第３回 西新井地域ふれあいサロン交流会 

参加者約 140名！サロンが中心の地域の力 

西新井の空にシャボン玉が舞い登るオー

プニングで第３回の開催を迎えた西新井地

域ふれあいサロン交流会はOUCHIカフェ

（西新井 5-18-14）で行われました。 

7サロン（チューリップ、西新井いきいき

サロン、しゃべり場 K カフェ、サロン栗の

実、西新井男師、男の井戸端会議、５（ファ

イブ）チューリップ）が主催で、体験型のブ

ースや発表を通じて参加者とプチサロン活

動体験をしました。 

合計 19団体の協力で新しいつながりも！ 

今回はサロンに加え、その他 12 の企業や医療や福祉関係機関と

連携をして、合計 19 の団体がこれまでになかったつながりをつく

ることができました。また、サロン同士も楽しく企画会議や交流を

していき、これまでのつながりも強くなっていきながら進んでいき

ました。参加者からも「楽しめました！自分もこのような歳のとり

方をしたい！」、「サロンスタッフも楽しそうで羨ましい！」など多

くの元気が出るコメントをいただけました。 

取 材 日 2019年 11月 19日（火） 参加者数 約 140名 

取材メモ ３年度目を迎えて着実に根付いてきており、サロン以外の団体と多く連携

できたのが特徴でした。地域のパワーを発揮する素敵な会となりました。 

取 材 者 木村絋輔 

問合せ先 地域福祉課 ☎6807-2460  

活躍する【西新井】 

足立区社会福祉協議会 
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竹の塚福祉園・竹の塚ひまわり園 

施設から広げる地域の輪 

高校生のボランティア 

 知的障がい者の通所施設である「竹の塚福祉

園」では、年に 4回地域交流会を開催していま

す。今回は、その一つである夏まつりを取材し

てきました。同じ通所施設である「竹の塚ひま

わり園」との共催であるとともに、今回は地域

の高校生ボランティアが協力しています。 

 力が有り余る高校生！「ボランティアがした

い」という希望も多く、夏まつりの企画時に社

協から高校生の参加を提案しました。 

 当日はかき氷やコイン落とし、ヨーヨー釣りなど子どもが楽しめるプログラムがたくさ

ん用意されており、多くの親子が来場していました。高校生はスーパーボールくじを企画

し、手作りのゲーム道具を持参して大活躍！他のブースの手伝いをしたり、最後のスイカ

割りでは大声で子どもに声援を送ったりして夏まつりを一緒に楽しんでいました。 

地域の中の施設であること 

 来場していた親子に話を聞いてみると、「団地

のポスターを見て来た」「学童で子どもがチラシ

をもらったので来てみた」など、施設職員の周

知努力の成果が感じられました。このイベント

で施設のことを初めて知ったという方もいまし

た。 

 「何か大きな建物があるのは知っていたけれ

ど、どういう施設かは知らない」という声が地

域で多く聞こえる中、こういったイベントは施

設を知ってもらう良い機会になっています。 

今回の高校生ボランティアも、福祉施設を知ることや子どもと接すること、大人と一緒

に手伝いをすることなど良い経験になったのではないかと思います。 

取 材 日 2019年 8月 23日（金） 参加者数 約 90名 

取材メモ 直前までの雨が上がり、大成功の夏まつりでした！ 

取 材 者 齊藤愛実、田谷典子 

問合せ先 竹の塚福祉園 島貫公宏 ☎5831-1741 

交流する【竹の塚】 

足立区社会福祉協議会 
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花畑地域学習センター 

投げ合い、笑い合う。カーレット始めませんか？ 

やってみると面白いカーレット 

カーレットは、3人対 3人で競技する卓上カー

リングです。1人が 2 個のストーンを持ち、2投

ずつ交互に投球、6 人が投げ終わった後に的の真

ん中に一番近いストーンのチームが勝ちです。8

ゲーム行い合計点で勝敗を決めます。 

花畑地域学習センターでは、2019年 1月に体

験会を行い、2 月からは毎週木曜日に開催をして

います。徐々に参加者も増え、この度、足立区初

のカーレット大会の開催が決定しました。 

体験会にご参加の皆さんからは、「1 回やってみたら面白くてやみつきになった！」「み

んなで笑い合って若返るわ！」といった声が聞かれました。力加減も難しいですが、戦略

も大事！頭も使って、皆さんで教え合いながら和気あいあいと楽しんでいます。 

待ちに待ったカーレットオープン大会！ 

6月 2日（日）、花畑地域学習センターにて「カ

ーレット大会 in 足立」が開催されました。足立

区からは体験会のメンバーや特別養護老人ホー

ム花畑あすか苑から 5 チームが出場し、試合は

白熱！参加者同士の交流も生まれ、大変盛り上が

ったようです。 

花畑地域学習センターでは、花畑の地から区内

へカーレットが広がっていくことを目指してい

ます。来年度は第 2 回大会を開催予定とのこと

で、更なる盛り上がりが期待できますね。 

一度体験してみれば、きっとあなたもカーレットのとりこです！お気軽に花畑地域学習

センターへお立ち寄りください。 

取 材 日 2019年 5月 30日（木） 参加者数 体験会 12名 

大会  37名 

取材メモ 7 月 20 日には文京区にて「第 2 回東京都カーレット交流大会 in 文京」

が開催されるそうです。カーレットブーム到来？！ 

取 材 者 齊藤愛実、田谷典子 

問合せ先 花畑地域学習センター ☎3850-2618 

地域を知る【花畑】 

足立区社会福祉協議会 

最後の一投が勝敗を大きく左右します
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サロン花とも 

花畑地域に人と人との出会いの場 

花畑地域の居場所が誕生 

花畑にある高齢者施設「ナーシングホーム

とも」「良さんの家」にある会議室をお借り

して、「サロン花とも」が誕生しました。 

地域包括支援センターはなはたが声をか

け、絆のあんしん協力員 2名を含む 3名が

スタッフとなり、開催に向けて打合せを重ね

ていきました。代表の覚正さんは認知症予防

支援相談士の資格を持っていて、「椅子に座

りながら身体を動かす体操もできるよ」と素

敵な提案をしてくださいました。 

「家の近くにこんな場所が欲しかったの」 

「サロン花とも」は、オセロや木のパズル、

脳トレ、折り紙など様々な楽しみ方で溢れて

います。初めて知り合った人同士で自己紹介

を終えたあとは、オセロで真剣勝負！といっ

た姿もありました。 

参加者である一人の女性からは、「この場

所の開催を待ち望んでいた」と聞きました。

またある方は、「包括からの誘いを受けて参

加してみて、みんなとおしゃべり出来て本当

に良かった！」と、笑顔で嬉しそうに話して

いらっしゃいました。 

取 材 日 2019年 12月 6日（金） 参加者数 9名 

取材メモ 一人ひとりのペースに合わせて話して笑い合える、優しさ溢れる空間でし

た。 

取 材 者 齊藤愛実、田谷典子 

問合せ先 地域福祉課 ☎6807-2460  

活躍する【花畑】 

足立区社会福祉協議会 

サンプル 

画像 

スタッフと参加者の方でオセロをしている様子 
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ほつかハートプロジェクト 

地域の情報紙「ほつか みんなの便利帳」 

地域のことがわからない 

ほつかハートプロジェクトは、地域活動

団体や介護事業所、高齢者福祉施設、地域学

習センター、地域 NPO、地域包括支援セン

ター、社協などが集まり、孤立しない地域づ

くりのために座談会や講座、イベントなど

を開催しています。 

地域では様々な活動が活発に行われてい

ますが、その情報が住民にはなかなか届き

ません。公共施設はまだしも、NPO 法人や

社会福祉法人、民間企業が行う地域貢献活

動などの情報がどうすれば住民に届くか、みんなで考えてみました。 

すると、地域の情報のみならず、生活上の手続きや悩み事をどこに相談したら良いかわ

からない人が多いという現状も見えてきました。そこで、地域の情報紙「ほつか みんなの

便利帳」を作成してみることになりました。 

あなたはどんな地域にしていきたいですか？ 

この便利帳は年に１回更新をして発行していく予定で

す。今回（初版）、ほつかハートプロジェクトのメンバー

である団体が掲載されています。地域食堂やフリースペー

ス、講習会、イベントなど、誰でも行くことができる保塚

地域の情報が盛りだくさんです！NPO スマイル・エイジ

ングパートナーやメディス足立、保塚地域学習センター、

地域包括支援センター一ツ家などに置いてありますので、

ぜひ手に取ってみてください。 

自分が生活する地域について、実は知らないことがたく

さんあるはずです。これを機に、地域のことを考えてみる

のも良いですね。 

発 行 日 2019年 8月末 発行部数 1,000部 

取材メモ 地域の力で生まれた素晴らしいツールです！ 

取 材 者 齊藤愛実、田谷典子 

問合せ先 ほつかハートプロジェクト事務局 ☎090-3590-3894 

地域を知る【保塚】 

足立区社会福祉協議会 
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メディス足立 

困った時は互いに助け合う地域の一員でいたい 

月に 1回以上のイベントを開催 

「メディス足立」は、南花畑にある介護付有

料老人ホームです。開設当初は地域住民との関

わりがあまりなかったようですが、現在は高齢

者向けの健康体操や夏祭りなど、施設を使用し

たイベントを月に１回以上開催したり、カフェ

スペースや屋上花壇の農園を地域に開放してい

たりと、積極的に地域と交流をしています。 

 今回は、夏休みの子ども向けイベント「自由

研究作ります！」におじゃましてきました。 

イベントを通した地域とのつながり作り 

 今回のイベントは小・中学生を対象とした夏休みの宿

題お助け企画です。参加費 500 円でミニハ－バリウム※

かクリスタルランプを選んで作ることができます。 

 自由研究の材料の用意から写真付き報告書用紙の作成

まで、至れり尽くせり！施設職員の方の特技を活かした

この企画は大好評で、「次回も行きたい！」という声も聞

かれました。 

施設に初めて来たというお子さんも多かったですが、

以前参加したイベントで今回の企画を知って来たという

親子の方もいて、「メディス足立」から少しずつ作られて

いる地域のつながりを感じます。 

 施設長の岡田さんは、「地域とは困った時にお互いに助

け合うつながりを持っていたい。施設としては場所の提

供や相談に乗ることができる。イベントにも来てもらいたいし、地域の高齢者の方などに

もボランティアに来てもらえると良い」とおっしゃっていました。 

※ハ－バリウムとは、ガラス瓶に入った観賞用の植物標本です。 

取 材 日 2019年 7月 30日（火） 参加者数 10名 

取材メモ 地域に開かれた施設として多くの取組みを実施する「メディス足立」。今

後のさらなる地域とのつながり作りに注目です！ 

取 材 者 齊藤愛実、田谷典子 

問合せ先 メディス足立 ☎5851-3800 

交流する【南花畑】 

細部にまでこだわって集中して作っています！ 

足立区社会福祉協議会 
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南花畑特別支援学校 

保木間第 5 団地自治会との地域清掃活動 

社会貢献活動の一環として 

冬晴れの落ち葉の時期に、「南花畑特別支

援学校」と学校に隣接する保木間第 5 団地

自治会合同で、団地内にある公園の清掃活動

がおこなわれました。これは 3 年前から特

別支援学校の社会貢献活動の一環として、保

木間団地自治会の協力を得て実施されてい

るものです。清掃活動は中学部生徒全員（1

年～3年生総勢 75名程）が参加。自治会か

らも会長を始め 10名程の参加もあり、大人

数での清掃が始まりました。 

地域交流の場 

清掃では、生徒がうまく軍手がつけられな

いのを、自治会長さんが手伝ってはめてあげ

たり、生徒が自治会の方に「いっぱい（落ち

葉が）取れたよ」と話しかける場面も見られ、

自然な交流の場になっていました。 

また、自治会長さんからは「団地も築 55

年経ち高齢化が深刻。これまでは自治会で清

掃していたが、生徒に手伝ってもらえるよう

になり助かっている」という話がありました。

学校の高山先生も「生徒にとっても地域の役

に立てたと思える貴重な体験なんです」と話

をしてくれました。短時間の清掃でしたが、

公園も綺麗になり気持ちも清々しくなる清

掃活動でした。 

取 材 日 2019年 12月 3日（火） 参加者数 約 90名 

取材メモ 障がいがある生徒が清掃を通して地域貢献できる貴重な場でした。 

取 材 者 税所義彦、橋本孝子 

問合せ先 南花畑特別支援学校　☎5242-2371 

解決する【南花畑】 

軍手をはめるのを手伝う自治会長 

足立区社会福祉協議会 

公園での落ち葉清掃の様子 
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グリーンカーリング倶楽部 

グリーンカーリングを通じた交流と見守り 

絆のあんしん協力員による運営 

 「グリーンカーリング」は、本来は「ユニカー

ル（ユニバーサルカーリング）」と呼ばれる競技

で、専用カーペットの上でプラスチック製のスト

ーンを滑らせるスポーツです。高齢者や障がい

者、誰でも楽しむことができます。 

 地域包括支援センター六月では、この「ユニカ

ール」を「グリーンカーリング」と名付け、これ

を使った居場所づくりに取り組みました。絆のあ

んしん協力員を中心に運営委員会を立ち上げて、

定期的な開催を目標に話し合いを重ねてきました。 

 試しに一度開催をすると大盛況！参加者からは「ルールが簡単で無理なく楽しめた！」

「チームの人と仲良くなれて良かった！」といった感想が聞かれました。普段なかなか外

に出ることが無い方も参加をしてくれたようで、何気ない見守りの場にもなっています。 

ふれあいサロンになりました 

 「ゆうあいの郷 六月」の食堂を使って、月に

１回定例で開催をするようになったこの会は

「グリーンカーリング倶楽部」としてふれあい

サロンに登録をしました。 

 チームに分かれてゲームを行いますが、毎回

大盛り上がりで、時間が足りないほどです。ど

こに向かって投げるかなどをチーム内で相談し

て、意外と頭も使います。少しの力で遊べるの

で気軽に参加ができます！ 

 毎月第 3水曜日の 14時から開催しています

ので、ぜひ覗いてみてください。 

取 材 日 2019年 8月 21日（水） 参加者数 19名 

取材メモ 実際にやってみると燃えます！運動できなくても全く問題ありません☆ 

取 材 者 齊藤愛実 

問合せ先 地域包括支援センター六月 ☎5242-0302 

交流する【六月】 

足立区社会福祉協議会 
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ささえあいリポーター 

ささえあいリポーターとは 

地域のささえあい活動を発掘・取材し、地域の皆さんに活動を紹介する

区民リポーターです。 

取材した情報は、社会福祉協議会のさまざまな広報で発信しています。 

 

 

 

取材を通して、いろいろな地域 

活動を知ることができて、とても

やりがいがある。初心者でも取材

の方法を教えてもらいながらスタ

ートできることがありがたい。 

年に３～４回開催するささえあい  

リポーター交流会。リポーターの

仲間たちと情報交換ができたり、

新しい地域活動団体を教えたりす

ることが楽しい。 

カメラや文章のスキルを活かして

取材や執筆ができる。 

ささえあいリポーター向けの写真

や取材スキル向上のための研修が

あることもうれしい。 

ささえあいリポーター活動を通し

てたくさんの仲間ができた。 

時には一緒に取材をしたり、情報

共有ができる。 

リポーターからの声 
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ふれあいサロン「シュシュ絆」 

みんなの笑顔が見たかった 

一緒に過ごした確かな時間

2019年 11月 26 日（火）「シュシュ絆」

を取材しました。当日は 3周年記念、会場の

中央南地域集会所（足立一丁目）は人でいっ

ぱいになり、歌や体操など 3年間の思い出映

像、剣舞披露など(いつもはマジックや腹話術

も披露されています)盛りだくさんの内容でし

た。 

 始まりは総合ボランティアセンターで行わ

れた、ここあだちカレッジの地域の居場所を

作りたいを受講した銀山さん（代表者）が、

自分の地域でもみんなが集まれる場所を作りたい！お年寄りの方を 1人きりにしない、

一緒に楽しみたい、また来たいなって思って欲しい。その想いの一つひとつが、足立区の

片隅に彩りのある笑顔を運んでくれました。 

お友達ができた 

ボランティアの方や口コミを通して、銀山さんの地域の居場所を作りたいという想いは

お友達ができたという形になりました。こういう場がある事で、生活に張りが出て外に出

るのが楽しくなる。来年も再来年もみんなで一緒に楽しみたい。何気ない毎日に彩りを与

えてくれたのは、みんなを笑顔にしたいという優しさでした。 

取 材 日 2020 年 11月 26日（火） 参加者数 35名 

取材メモ 1人きりで生きる毎日は孤独を感じます。こういう場がある事でいつまで

も明るく楽しく生きられる！ 

取 材 者 三浦公男 

問合せ先 地域福祉課 ☎6807-2460  

活躍する【足立】 

足立区社会福祉協議会 
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あだちっ子 PLACE+ 

気軽に話せるようになりました 

あだちっ子アーチスト 創作意欲満々でした 

「あだちっ子 PLACE＋」は、総合ボランティアセン

ター主催の「あだち U-25ボランティアバスツアー」に

参加したメンバーが立ち上げたグループです。毎月第 3

日曜日、弘道第一小学校で Kids サロンの運営に取り組

んでいます。 

取材日当日は、敬老の日にちなみ、家族へのプレゼン

ト作りとして手形アート工作と身体を動かす遊びやゲ

ームが実施されました。児童の見守りなどの担い手は、

「あだちっ子 PLACE＋」の高校生や大学生がすべて担

当します。色紙、水性カラー、朱肉、サインペンを使い、

スタッフの指示で児童の手形が、象さん、フラミンゴ、

ワニ、孔雀、恐竜に創作されます。雰囲気がやわらいだ

ころ、意欲旺盛な児童達は、それぞれ工夫し始め、指で

虹を描いたり、花束を描き上げたり、色紙作成に集中。

突然、児童から話しかけられ完成作品の解説や色紙か

ら続く物語を語ってくれました。完成したプレゼント

用の作品は持ち帰り、家族との団欒を想像すると心が

和みます。 

ボランティアスタッフも本気モード 

風通しもよく配慮された体育館では、身体を動かす「遊び」を体験する場となっていま

す。スタッフの皆さんと一緒に「あだっちボール」、「しっぽ取りゲーム」、「リレー」と、

児童達の希望も取り入れてのプレーが続きます。機敏で元気な児童たちと一緒に遊びに参

加するスタッフの皆さんも本気モードで参戦。仲間意識を感じ得たのでしょうか、児童達

から発せられる言葉には、自由でおおらかに、のびのびと楽しんでいる印象を受けました。

ボランティアの皆様方の真面目な取り組みにも感銘を受けました。今後のご活躍を祈りま

す。 

取 材 日 令和元年 9月 15日（日） 参加者数 25名（児童含む） 

取材メモ 反省会に出席しました。懇談の内容から、ボランティア活動の理解が深く、

意識も高く、期待できる人材チームであると思います。あだちっ子

PLACE＋での体験をプラスに。 

取 材 者 小原和行（ささえあいリポーター） 

問合せ先 地域福祉課 ☎6807-2460 

活躍する【弘道】 

足立区社会福祉協議会 

児童たちが思い思いの作品を作りま

した 
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ピーくん財団 

ピーくんの楽縁祭(がくえんさい) in あだち

誰もが楽しめる多彩なイベント  入場無料 

北千住・シアター1010 で「ピーくんの楽縁祭（がくえ

んさい）」が開催されました。「明日の“たのしい” 足り

てる ? 」をテーマに老若男女、親子連れなどすべての方々

が楽しめるイベントで、休日でもありベビーカーでの親子

連れが多く見受けられました。ステージエリア・出展者エ

リア・飲食休憩スペース・特別ブースが設けられ、木曽さ

んちゅうさんの司会で盛り上がりました。子ども達はステ

ージから流れてくる「親子で楽しくエクササイズ」の音楽

に合わせ「ヤッホーホー」と身体をくねらせ楽しそうに踊

っていました。抽選会場では親御さん達の長蛇の列が途切れなく続いていました。 

これもまた「縁」 

ピーアークの担当者の加藤千晃さんに伺うと「当初は繋が

りのある方の交流の場として発足させましたが、４回目をむ

かえ地域の方々の協力と支援を得た事でこの様な大きなイ

ベント開催を実現でき、出展者や来場者の縁が拡がり、深ま

ればと思っています」との事。入口の案内ボードにもありま

したが「楽しいご縁をより拡げるお祭り! 楽縁祭（がくえん

さい）」と名付けられ、地域の「縁」を深め、さらに「足立

区のみんなが元気になればいいなぁ、そして縁をいっぱい繋げてね！」と呼び掛けをして

います。 

若い運営スタッフの中に大学生が参加されているのに驚きました。学生団体 Ev．と東京

電機大学鉄道研究部が誠心誠意対応され、部長の鈴木章仁さんが設定、設置された地下鉄

銀座線シュミレータでは子ども達も悪戦苦闘。この体験で運転士さんを目指す子どももい

るかもしれません。 

取 材 日 2019年 3月 21日（木） 来場者数 782名 取材者 

取材メモ 出展者は地域の方々が主でしたが、出展友達の紹介で

葛飾、杉並からの出展者もあり、主催者も「縁」を実

践しているのに感激。ワークショップ・ 施術・アク

セサリー制作体験・ お弁当や手作りマフィンの販売

が出展され、ステージでは楽しい演目が終了時間まで

続けられました。足立と聞けば楽縁祭（がくえんさい）

「地域のおもてなし」となる事を願っています。 

ささえあいリポーター 

小原和行（右） 

杉浦啓之（左） 問合せ先 地域福祉課 ☎6807-2460 

足立区社会福祉協議会 

地域を知る【千住】 

ブースの様子

地下鉄銀座線シミュレーター 

60



   ダーツ倶楽部 

   ダーツを通して健康に 

生涯現役 

2019年 7月 24日、北千住アーケード

街すぐ近くの地域包括支援センター千住西

2階でダーツ倶楽部が行われました。 

ダーツを通して健康になろう。65 歳 

から 90 歳まで、まだまだ元気な方々が 

勝つことより楽しむことを大事に生き生き

と過ごす。ダーツを通して皆さんが健康に 

笑顔になる姿を目の当たりにしました。 

親しみやすい 

 そう感じさせてくれたのは、ダーツ倶楽

部に参加された方々。初めてダーツをする

私にも気さくに話しかけてくれ、どこか 

子どもの頃にかえったような懐かしさを

感じました。 

皆さんは、ダーツにどんなイメージを 

お持ちですか？おしゃれ！？かっこい

い！？ここは笑顔や言葉が飛び交い、何 

よりも親しみやすい！ 

代表の藤原さんも「この場だけでなく、

街でばったり会ってあいさつをする」と 

ここをきっかけとして新しい出会いが生まれます。ダーツを通して健康になろう。その  

思いは、一人ひとりにつながり、人を、街を元気にしてくれます。改めて人と一緒に楽し

む大切さを教わった気がします。 

取 材 日 2019年 7月 24日（水） 参加者数 28名 

取材メモ 「人生に定年なし、挑戦に手遅れなし」この言葉にとても元気をもらいま

した。 

取 材 者 三浦公男 

問合せ先 地域福祉課 ☎6807-2460  

交流する【千住中居町】 

足立区社会福祉協議会 
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千住男活交流会 

定年後、男性の仲間づくり 

背中を押してくれる仲間 

2019年 9 月 12 日（木）地域包

括支援センター千住西にて第一回千住

カップダーツ大会が開催されました。

千住にある男性のみで活動している９

つの団体が親交を深めようと一堂に会

しました。定年後、男性は女性に比べ

て自分から人の輪に入って行きづらい

…。でもキッカケがあれば仲間づくり

や外に出る楽しみが見つかる。この大

会はそんな方々の背中を押してくれま

した。 

本当に初めましてなの！？ 

 そう思わせてくれたのは参加された

方々。それぞれの団体の垣根をこえ気

がつけばあっちもこっちも大盛りあが

り。「楽しい！」その一言で十分な最

高の大会になりました。 

「男性だけだからカッコつけなくて

いい、ダーツはお金持ちの遊びだと思

っていた（笑）春は桜を見ながら、秋

は紅葉を見ながらもいいなぁ、今度は

ボウリングもカラオケももう楽しけれ

ば何でもいい！」この大会を通して参

加した男性がドンドン前のめりに笑顔

になるのを感じました。 

取 材 日 2019 年 9 月 12 日（木） 参加者数 50 名 

取材メモ まだまだ家にこもっている人もいる、自分たちの声が届いていないと課題

も山積み。だからもっともっとみんなの声が届いてほしい。 

取 材 者 三浦公男(ささえあいリポーター) 

問合せ先 地域福祉課 ☎6807-2460  

解決する【千住中居町】 

参加者全員で記念撮影 

多くの人の協力で開催されました 

的の真ん中をねらって矢を投げます 

高い点にあたると皆さん笑顔になります 

足立区社会福祉協議会 
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歴史さんぽの会 

歴史さんぽの会 定例会をのぞく 

歴史ある地域、中川 

新元号の令和が発表された翌日の 4月 2日火曜

日の午前 10 時 30 分から、地域包括支援センタ

ー中川で、第 7 回の「歴史さんぽの会」の定例会

が行われました。 

この会は、足立区中川地域に住む 65 歳以上の

男性を中心に地区の歴史、史跡の探訪を通じて、高

齢者の孤立防止をはかろうとする会です。 

次回のさんぽの話し合い 

平成 29年 10月にふるさと歴史講座を開催し

て、翌 11月に中川のふるさと歴史さんぽを実施

した後に、平成 30年 2月にこの「歴史さんぽの

会」が発足しました。 

この日は、平成 31年 4月 18日に都市農業公

園方面へ、桜の花を見ながらさんぽする企画の話

し合いが行われました。具体的なさんぽコースの

選定や交通手段の確認など、会員相互の経験談を

交えながら、加藤さんのリードで予定が決められ

ました。その後、新メンバーの参加報告や今後の

会の運営方法を話し合い、次回令和元年 5月 16日の定例会の予定を決めてこの日の例

会は終了しました。 

取 材 日 2019年4月2日（火） 参加者数 9名 取材者 

取材メモ 開催地は、中川地域と足立の北東部ですが、足立の歴史や

文化に興味がある方々が参加されて、足立の魅力を発掘し

ている会だと感じました。これからもさんぽと合わせて講

演などをして、広く聴講者なども増やしていただければと

思いました。 

杉浦啓之 
問合せ先 地域福祉課 ☎6807-2460 

交流する【中川】 

定例会の会場である中川地域センター 

足立区社会福祉協議会 

定例会、一人ひとりが意見を出し合います 
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多世代地域食堂「あ★だちっこキッチン」 

新しいかたちの「ご近所」つきあい 

参加資格？年齢・性別・肩書き不問 

「あ★だちっこキッチン」は月一回、西新井栄

町で開催されている「多世代地域食堂」です。

例えてみると「町」の寄り合いといった印象。

みんなで食べ物を持ちよったり、早めに来て調

理を手伝ったり。午前 11 時からわいわいガヤ

ガヤと楽しくお昼をいただきます。もちろん手

ぶらでも大丈夫。参加費は大人 300円、子ども

100円です。会場は、メンバーの吉友さん（足

立区生まれ荒川区在住）が、ご実家を改装して

提供して下さっています。 

主催者は、「あ★だちっこハウス実行委員会

（※）」。足立区内の子どもや保護者の皆さんが

安心して過ごせる居場所を提供したい「あ★だちっこハウス」と、食を通じた多世代間の

地域のつながり作りを目指す「あ★だちっこキッチン」、双方の活動を通した和が広がって

います（あ★だちっこキッチンの参加には、原則として事前予約が必要です）。 

食からつながる多様な拡がり 

時間に余裕があれば食後にボードゲ

ームを楽しむ人も。参加層が毎回変わ

るので一期一会の出会いがあります。

「地域」食堂と銘打っていますが他県

からの参加者も。参加理由も口コミや

ネット経由などさまざまでした。 

取 材 日 2019年 3月 24日（日） 参加者数 約 20名 取材者 

取材メモ 採れたて野菜料理をいただきつつ、話が進むうちに、実は参

加者の方が YouTuberだったり、ゴスペルを習っていたり。

意外な驚きがたくさんありました。初参加でも、初対面同士

でも、心配無用。ひと声掛けるとさまざまなアドバイスが飛

び出す助け合い精神にあふれた「キッチン」でした。 

渡辺悦子 問合せ先 地域福祉課 ☎6807-2460  

※あ★だちっこハウス実行委員会：足立区皆援隊講座の「子ども支援グループ」受講者有志が 

立ち上げた集まりです。 

活躍する【西新井栄町】 

みんなで集まり食事をする様子

足立区社会福祉協議会 
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ボランティアグループ 柿の会 

彩りのある幸せを運んで… 

想い、つなぎ、育み 

足立区社会福祉協議会の総合ボランティアセン

ター（以下、ボランティアセンター）にて柿の会

を取材しました。柿の会は毎月第 2土曜日 13時

30分～16時までボランティアセンター会議室に

て、野菜や花、季節を感じる絵手紙を作り、老人

ホーム等に送る活動をしています。 

2006年にボランティアセンターで開催され

た、「きっかけづくり講座」に参加された方々が立

ち上げ「自分の好きな事で誰かを幸せにしたい」

という想いを大切に 13年間育んできました。 

喜びのお裾分け 

そう教えてくれたのはメンバーの 1人、久保田さ

ん。「絵手紙を通して自分の楽しみが誰かの喜びにつ

ながる。ピーマンやなす、デコポンやブドウ、サザ

ンカや水仙等、季節を感じる作品は皆さんの日常か

ら生まれ、早朝の散歩の時、落ち葉や季節の変わり

目に敏感になり、心地よい安らぎを感じられる」と

言います。 

続けることで上手くなる。野菜を描く時もヘタか

ら描き始める、下手から入る、下手から上手くな

る。失敗してもいい！そこをフォローしてくれる仲

間達がいる。そこも柿の会の大きな魅力です。 

取 材 日 2019年 11月 9日（土） 参加者数 9名 

取材メモ 昨日、今日、明日、変わりゆく毎日、移りゆく季節、当たり前なんて何も

ない。この毎日が大切であると教わりました。 

取 材 者 三浦公男（ささえあいリポーター） 

問合せ先 地域福祉課 ☎6807-2460 

活躍する【日ノ出町】 

足立区社会福祉協議会 

柿の会の皆さん 
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地域包括支援センター千寿の郷 

千寿の郷「遊・悠・友（サロン）」訪問記

麻雀・囲碁・将棋を楽しむ 

今回は、北千住駅東口から徒歩で 15 分ほ

どにある足立区地域包括支援センター千寿の

郷で実施している「遊・悠・友」へ行ってきま

した。 

毎週水曜日の午後 1時から麻雀、将棋、囲

碁を男性会員同士でたのしんでいます。ここ

へは、東武スカイツリーラインの牛田駅から

も北東方向へ歩いて 5分ほどで行けます。  

近くには、柳原千草園がある、千住の古い町

並みが残る閑静な土地柄です。 

5 年ほど前に始まった将棋クラブが発展し

て現在 40人程の会員が麻雀や囲碁も楽しむ男性の会です。 

※「遊・悠・友」は、地域包括支援センター千寿の郷で立ち上がった自主グループです。 

たくさんの参加者 

この日は、各ゲーム合わせて 22 人程の参加

者がいました。ここの運営委員の方々は、7 名

で、30 分前から机などの準備をして、参加者

には、お茶を出してもてなしてくれます。 

将棋は、総あたり戦で、年 2回大会を開催し

て表彰状を出しています。また近くの小学校に

出張指導に出かけて、初心者を教えています。

会員は、柳原地区の人が 50%ほどで、残りは、

その他の地区からの参加者です。 

取 材 日 2019年 7月 10日（水） 参加者数 22名 取材者 

取材メモ 男性の方々も家から出て、各種のゲームをやりにこのセ

ンターに来てください！ 

このサロンのスローガンの一つには、「水曜がいつも楽し

み遊サロン」と PRしています。 ささえあいリポーター 

杉浦啓之 問合せ先 地域福祉課 ☎6807-2460  

真剣なまなざし 

交流する【柳原】 

足立区社会福祉協議会 

参加者が囲碁をする様子
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ほつかハートプロジェクト 

「子どもたちの可能性」 

個性がはじける私らしさ 

 2019年 5月 8日から 5月 12日まで六

町ミュージアムフローラにて「ひだまりの小さ

なコラボ展」が開催されました。「障がい児・

者芸術クラブ」「いちえの会」ダウン症や自閉

症と共に生きる子どもたちの〝私らしさ〟が

伝わってくる個性豊かな書や絵が所せましと

展示され、その一つ一つを指導者の大塚先生が

説明してくれました。 

私らしさが花開くとき 

 〝大人でもできない筆の運びを見せてくれ

る〟指導している大塚先生がそう思うほど大

人顔負けの書や絵に観覧された方も〝作品か

ら生命力を感じる〟とくぎ付けになっていま

した。〝お母さん私と一緒に生きてください〟

という思いが詰まった作品も展示されていま

す。黙っていると子どもたちの個性は引き出せ

ない。それは私たちがまだ気づかなかった子ど

もたちの可能性。一つ一つ違う作品から伝わる

〝私たちはここにいる〟という力強いメッセ

ージ。一人ひとり違うことの大切さ。その意味

を教えてもらいました。 

取 材 日 2019年 5月 8日（水） 参加者数 2名 

取材メモ 障がいをマイナスではなく個性と捉えるその姿勢にそれが当たり前になれ

ばいいなと思いました。 

取材者 杉浦啓之、三浦公男 

問合せ先 地域福祉課 ☎6807-2460  

地域を知る【六町】 

会場の六町ミュージアムフローラ 

作品の解説する大塚先生 

足立区社会福祉協議会 
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2019 年 3 月 2 日（土）に足立区役所で「第 23 回 こ

ころの健康フェスティバル heart to heart ～みんなで

作ろう 地域の輪～」が開催されました。「こころの健康フェ

スティバル」は、精神障がい者とふれあうことを通し、精神

障がいやこころの健康への理解を深めるため、毎年 3 月に

開催されています。 

区立第十一中学校のウェルカムコンサートが開会を盛り

上げ、東京医科歯科大学名誉教授西川徹氏による基調講演

「こころを支える脳の話～精神疾患を克服するために」で

は、庁舎ホールが満員になりました。その他、各団体による

ブース出展などがありました。 

その様子をささえあいリポーターが取材をいたしました。 

話に聞いていた『うっかりんとう』に出会い

ました。出展ブースあしなみの展示販売コーナ

ーに山積みされ「オッ! これか」と心の中がワク

ワク＆喜び感でいっぱいでした。 

手ぎわ良く準備にあたられている職員の皆様

の姿を垣間見、お話を伺うことにしました。 

社会福祉法人あしなみは、1969 年(昭和 44

年)に家族会として結成され、住民が地域で安心

して暮らせるための活動を地道に続けてこられ

ました。現在、6 つの関連施設を運営するグル

ープに発展、多様なニーズに対応出来る仕組み

を構築され、社会貢献に寄与されています。 

展示販売は盛況で、メンバーさん達が「しっかり」作

ったお菓子、ブラウニー、プリン、クッキーは 1 時間

程度で完売しましたが、何とか『うっかりんとう』の小

袋を買うことが出来ました。専門職 15 年の経験豊富

な森澤さん(ボンサス・千寿職員)から、「メンバーさん

の今日の対面販売はお仕事なんです。賃金も支払いま

す。」と聞き、地域の方々とのお互いの理解を深め合

う共生の時代、啓蒙啓発に発憤される職員の方々に

共感しました。 

社会福祉法人あしなみ 

ささえあいリポーター 集団取材 ① 

こころの健康フェスティバルを、 

リポーター3 名が取材しました 

【取材者：小原 和行】 
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皆さんは心の病にどんなイメージをおもちですか？心の病とは、健常の方には当たり前

なことをとても敏感に感じたり、重く受け止め憂鬱になってしまう病気のことです。そし

て一番厄介なことが、その病気に対して世間の方々の理解不足があることや、「怖い」「よ

く分からない」というイメージがどうしても先立ってしまうことです。 

こころの健康フェスティバルのプログラムの一つとして開催された講演会「こころを支

える脳の話～精神疾患を克服するために～」は、とても中身の濃いものでした。 

精神病はその人自身が変わっているわけではなく、脳の障害によって物事を苦手になっ

たり、心配しすぎたりするものです。東京医科歯科大学名誉教授の西川先生の講演の中で

「決して個人に責任を押し付けない」という姿勢に「なるほど」と頷きま

した。 

こういったお話こそが、理解を深める第一歩となると思いました。 

私も精神病患者の一人です。しかし、今こうして皆さんに私の声が届け

られています。今は、当たり前の毎日をくれたすべての方にとても感謝を

しています。 

足立区の民生・児童委員による実行委員会は毎年、こころ

の健康フェスティバルに合わせてバザーを開催。実行委員が

総出して一大イベントを行う。出品物はすべてが新品で市価

の１～３割程度の人気商品を揃える。売上金はすべて社会福

祉協議会に寄付するという究極のボランティアだ。 

 同バザーは、フェスティバルが現在地へ移転開催した約

15 年前から協力イベントとして実施している。実行委員会

（委員長：市村智民生・児童委員協議会会長職務代理）が中

心となって区内 25 地域から委員各 1 名と、地区会長・委員

長 27 名が参加して運営に当たっている。

バザーの物品は区内の民生委員約540名

から提供されたもので、衣類や生活日用品

が中心。基本的に食品はダメだが乾物など

は出品が可能とのこと。価格は 100～1,000 円ほどでリピーターも楽

しみにしており、売上金は募金額も合わせて 53 万 32 円で、全額社会

福祉協議会へ寄付し精神保健福祉に役立てられるという。市村委員長

は「自分たちの社会貢献をＰＲするとともに委員同士のコミュニケー

ションが図られれば」と語る。 

民生・児童委員のバザーが大人気 

講演会を聞いて～理解につながる第一歩～ 

【取材者：齋藤 嘉和】 

【取材者：三浦 公男】 
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ささえあいリポーター集団取材 ② 

第 30 回足立区ボランティアまつりを、 
ささえあいリポーター3 名が取材しました 

ボランティアまつりは、足立区ボランティア連合会が

主唱者となり、区内のボランティアグループや福祉施設

と共に企画運営する年に 1 度のまつりです。足立区や足

立区社会福祉協議会も運営に協力しています。 

舞台発表や出店の出展、車いす体験、視覚障がいや聴

覚障がいの疑似体験など様々なプログラムが用意され

ています。 

今年度は、ボランティアまつりが始まって 30 年目を

迎えた記念すべき回となり、区役所の正面広場、アトリ

ウム、庁舎ホールを貸し切って盛大に開催しました。来

場者数は過去最高の約 3,300 名！！多くの方々にご来

場いただき、賑わったまつりとなりました。そんな賑わ

いを見せたボランティアまつりの一部をリポーターの

方々が取材しました。どうぞご覧ください。 

5 月 12 日に行われたボランティアまつりで「Hoping」を取材さ

せて頂きました。 

「Hoping」（ホーピング）は月に 2 回ほどろう重複障がいを持つ

子ども達や大人の支援、そして家族へのピアカウンセリングを行っ

ている団体です(重複障がいとは、聴覚障がいと知的障がいなどが重

なっている障がいです)。 

活動範囲は足立区だけにとどまらず、区外からも多くの参加者が

集まり、学習支援や体験、交流などを通じて多くの方々に支えられ

ています。 

代表の梨本さんは約 25 年間活動を続けてこられ、「大変なことも

あるが、人と人との信頼を心で受け止めることができる喜びを教え

てもらっています」とおっしゃっていました。 

重複障がいの支援を行っている団体は数が少なく、手話も必要に

なるため、活動メンバーが足りていないとのことです。 

メンバーの多くは仕事を持ちながらも、熱心に活動をしてくれる

人達ばかりで、「様々な活動を通じて多くの方々に、知ってもらいた

い」とのことでした。 

Hoping（ホーピング） 

取材者 

池田裕司さん 
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あだちガイドヘルパーの会 

あだちガイドヘルパーの会は、皆さんに目の不

自由な方への思いやりをもっていただくため、ア

イマスク体験で、見えないことの大変さを伝える

活動をしています。目の不自由な方の安全のため

の見守り、声かけ、サポートにつながっていくこ

とを期待しています。 

実際に目が見えない状態を体験してみました。

隣でサポートしてくれる方がいないととても怖い

です。その中で、目の不自由な方でも牛乳を買う

時はしるしを触ってわかることを知りました。ヘ

ルパーの方が賞味期限を必ず伝えているそうで

す。 

私をサポートしてくれたボランティアの方は〝

目の不自由な方をサポートしたい〟という思いか

らガイドヘルパーを始めたそうです。 

私たちも、目の不自由な方を街で見かけたらサ

ポートしたいと思いました。 

点訳友の会グリーントマトは、立ち上がってか

ら約 25 年活動を続けています。 

実際に点字の作り方を教えてもらいました！私た

ちは文章を左から書きますが、点字では右から打

っていくということを知りました。ひっくり返す

と左から右に読めるようになっています。 

 打ってみると、一文字ずつ打つのが大変です。

今では点字をパソコンで打っているそうです。 

点訳友の会グリーントマト 

取材者 

富田大助さん、宮内章雄さん 

71



ささえあいリポーター集団取材 ③ 

福祉まつり ハート＆ハートをささえあい
リポーターの 3 名が取材をしました！ 

ささえあいリポーターによる集団取材も前年度から

数えて第 4 弾となりました。今回は、足立区佐野にある

「佐野地域学習センター」で行われた「福祉まつり ハー

ト＆ハート 2019」(以下、ハート＆ハート)を 3 名のさ

さえあいリポーターが取材しました。 

ハート＆ハートは、今年で 24 年目となる地域に愛さ

れるおまつりです。多数の福祉施設や地縁団体が出展

し、体験ブースやステージ、販売コーナーなど 1 日を通

して楽しめます。今年初めて出展する団体もいる中、さ

さえあいリポーターの 3 名が、たくさんの団体から取材

先を選びました。大きなおまつりでありながら、出展団

体と参加者の距離が近いという魅力の多いハート＆ハ

ートです。そんな魅力をたくさん取材した、ささえあい

リポーターの記事をぜひご覧ください。 

「手話はコミュニケーションの一つ」そう教えてくれたのは手話サークル

虹の皆さんです。実際に体験してみてわかったのは手話とはコミュニケーシ

ョンの一つ、笑顔や身振りを交えながら明るく楽しく学ぶうちに「難しいの

かな？」という誤解は吹き飛びました。 

会長の石川さんが手話を学び始めたのは、お子さんと同じ学年に耳が聞こ

えないお母さんがいて、手話を勉強してお友達になりたいと思ったことがき

っかけです。私たちは聞こえないことを経験できません。しかし、聞こえな

い人と一緒に過ごす事で同じ世界を経験し身振り、笑顔を交えて（自分のこ

とがわかる、相手のことがわかる）世界を共有する事ができるのです。 

今回、手話を通して笑顔で伝え合う楽しさを学ばせてもらいました。 

手話サークル虹 

取材者 

三浦公男リポーター 

72



協賛・参加団体の多さ、地域での共生社会作りの意識の濃

さを感じた、ボランティアについて深い理解を学べた実り多

い一日でした。 

「十二中オヤジの会」が模擬店コーナーで焼そばを実演販

売、フリーマーケット会場では、個人の方々が出店、10 数

年前から参加しているとのお話でした。 

近隣の中学の生徒さん(十三中・谷中中)が、受付案内・車

イス体験コーナーでお手伝い。貴重な経験を実感されていま

した。 

学習センター所長の鈴木さん、準備にあたられたスタッフ

の皆様にエールを送ります。 

十二中「オヤジの会」盛り上げ隊 

つばさの会 

取材者 

池田裕司リポーター 

取材者 

小原和行リポーター 

手際良く準備にあたっているお店に眼を引かれました。

十二中「オヤジの会」の焼そば実演販売店で、代表の増山

さんから出店のきっかけについて伺いました。  

10 数年前、オヤジの会のメンバーに、学習センターに

出入りしている方から声を掛けられ、催しへの参加が即

決、以来、盛り上げ役として出店することを継続されてい

るとのことです。ボランティアへの強い関心と深い理解を

もって参加。皆様の意識の高さに敬服しました。毎年、「A

フェスタ」にも出店され、運営費の確保に努力なさってい

るそうです。 

地域のボランティア力に感激 

足立区の保木間で活動をされている「つばさの会」を取材させて頂きました。 

「トランポリン」というスポーツを通じて、障がいのある方々でも楽しめる活動を続けられて

います。代表の斎藤やすえさんは地域交流の場でトランポリンの演技発表や体験活動など約 30

年近くも続けられています。 

トランポリンは飛び跳ねる事で身体にとって良い刺激があり、運動をする事でリハビリ効果も

期待出来ることから、誰もが楽しめるものです。私も取材をしているうちに、参加者が笑顔で楽

しんでいる姿をみてテンションが高まるのを感じました。 
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