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大成功！ 夏休みの
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8月、東日本大震災の復興支援チャリティーコンサート
“・・・いま私たちを支えてくれているたくさんの人たちがいます。世界中の人た
ちが応援してくれていると考えると頑張れます。
だからもう少し私たちを応援し
ていてください・・・”会場をうめた100 人以上の観客の方たちが、被災した子ど
もたちの作文に聴き入ります。前半は明るく元気な曲での構成。後半は作文を紹
介しながら家族の大切さを感じさせる曲が中心です。私たちのオリジナル曲
「大切な人たち」
も心をこめて歌いました。合唱団のメンバーは、
これまで何回も
チャリティーコンサートを重ねてきて家族への感謝の気持ちが大きくなりました。
最後は会場と一緒に、復興応援ソング
「花は咲く」
を歌いました。

子どもたちが楽しみにしている
夏休みデイキャンプ
夏休み後半のお楽しみは、毎年恒例のキャンプ合宿。子どもたちは
自然に囲まれた施設で、元気いっぱい歌ったり遊んだり、楽しい時
間となりました。
まず最初は歌の練習、
そして一人ひとりの歌唱力
をあげるためのソロコンテスト。審査員は、同行したお父さんお母さ
んお姉さんたちがなってくれました。今回初めて一人で歌う子もい
てとても緊張していましたが、全員がソ
ロで歌ってくれました。
その後はミ
ニ運動会で盛り上がり、最後は
みんなで
「だるまさんが転んだ」
を楽しみました。
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広がれ元 気 情 報 のネットワーク！

“さあ、元気を出して！ さあ、僕らと握手しよう！”
歯切れの良い合唱団の歌声が会場に響きます。オープ
ニングはお得意の「オリバーのマーチ」。3歳の小さな子
や、お母さんメンバー4人も加わった26人のファミリー合唱
団が元気に歌います。会場も、曲が進むにつれ、
お客さまの拍
手と笑顔がどんどん広がっていきます。
5年前、たった3人で始まった合唱団が、今では20人をこえ、
定期的にコンサートを開けるようになりました。子どもたち
が合唱やミュージカルの練習、発表をしながら、歌う喜
び、努力する喜び、人々に歌を通して笑顔や感動を伝
える喜びを学んでいます。今後は、
ますます多く
の人と関わりをもって、活動の場を広げ、
地域に根ざした合唱団にしたいと
考えています。
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老人福祉施設への訪問演奏

“幸 せ な ら 手 を つ な ご う
（ぎゅっぎゅっ）”子どもたち
が一人ずつお年寄りの方
と手をつないで歌うと、
皆さん自然と笑顔になっ
てくれます。童謡や唱歌、
合唱団の定番のミュージ
カルナンバーなど、約１時
間の演奏でしたが、昔ながら
の曲は多くの方が口ずさんでく
れるなど、
とても喜んでくれまし
た。1 年ぶりの訪問でしたが、前
回のことを覚えていてくれたお
ばあちゃんもいます。小さなメン
バーも優しい心が通じ合ったのを
感じて
“とてもいい気持ち！”
と話し
てくれました。

♬

3月コンサートでは、ミュージカル
「ひまわりのおか」を上演
“…あしたは七夕です 空にはきれいな天の川…”
プロの照明の方
が、夜空に輝くきれいな星を映し出してくれました。
この舞台を上演
するのは、
まだ2 回目。初演以上のより良いものに作り上げていき
たいとの強い思いで、
お母さんたちの歌を加えたり、
みこしを作った
り、
いろいろ工夫を凝らしました。当日は今までで一番多くの 400
人近くのお客さまにご来場いただ
きましたが、子どもたちもお母さ
んたちも伸び伸びと歌い、最
高の演技を披露してくれま
した。

♪

“元気っこFORUM”はニッセイ財団がS54年から“広がれ、元気っこ活動”として行っている「児童・少年の健全育成助成」先をFORUM会員とし、会員から寄せ
られた声をもとに編集しています。H26年度までの12079団体に新たなH27年度の249団体を迎え、
“あっ、
こんな活動をしている仲間がいる！”
“こんな計画が
あるのか！”と、がんばっている全国の仲間たちを応援したり、意見を交換しあったり。どんどん情報の輪が広がっていく広場に育てていきたいと考えています。
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“水かけ始めー
っ
笛を合図に川遊 ！”
び
スタートです。 の

自

流れに身をまかせて、川と一体になってみよう！
清流で「わんぱく川遊び！」
「かが緑の里自然教室実行委員会」
：石川県加賀市
“わぁーっ、冷たい！” 水かけを始めると、その冷たさに歓声が上がります。山あいの清流は夏でも水温は
低め。みんな、すぐにでも川遊びしたいところですが、川はプールとは違い流れがあったり深みがあったり
します。
まずは、川の特性を知ることや身を守る体験を行います。そして、
い
よいよ上流へさかのぼって行きます。水の流れは強く一人ではなかなか前
へ進めません。流れのある深みでは、
ライフジャケットで浮きながら力を抜
いて流れてみます。
本物の自然の中で、おもいっきり遊び、遊びの中から感動や命の大切さ、
人に対する思いやり、
自然の素晴らしさを体感する。四季を活かしたその
時期にしかできない体験活動をすることで、子どもたちの感性が養われ、
成長するために必要な考える力や危険予知能力が身についていきます。

松林の中で秘密基地を作ってみよう！

“前の人の腰を
よ”
押してあげるんだ なで
ん
一列になって、み
支えながら進むと 。
す
歩きやすくなりま

4月、海沿いのキャンプ場で
「わんぱく遊び塾 森の
秘密基地作り 春編」
を開催。布やロープを使って基

晴天のもと、
「どろんこ運動会」を開催

地作りを開始。昼前から雨模様となりましたが、雨
にもめげず、元気いっぱい遊び場づくりを楽しみま

5月の
「わんぱく遊び塾」
は
「どろんこ運動会」
です。

した。雨に備えてテントを作ったり、ブランコやアス

午前中は里山や田んぼに棲む生き物の探索。お

レチックも作りました。子どもたちは
“見て！見て！”
と、

昼ご飯を食べたら、いよいよどろんこ遊びの始ま

自分たちの作った基地に満足の様子。お昼には、お

りです。競争をしたり、オニごっこをしてみたり、タ

はんごう

釜や飯盒を使ってご飯を炊きました。雨は降ってい

イヤチューブでどろ船レースをしたり。自然発生

ましたが、自分たちが作った基地の中で食べました。

的にどろんこ相撲も始まり、いつしかみんな、どろ

ご飯の後は雨の中、海まで海岸林の探検に出発。林

んこまみれになってしまいました。泥汚れを落とし

の中で不思議なキノコをたくさん見つけました。

た後は地元の温泉で暖まり、お
やつに今回使わせてもらった
水 田 の 持ち主 が 合 鴨 農 法で
作った美味しいお米をおむす

作成中。
ハンモックをし、
寝心地を確認ながら布を
あれこれ試し！
巻きつけ完成ように
落ちてもいいブの
タイヤチューきです。
クッション付

び にし て い た だ きまし た 。
ちょっと寒かったけど楽しく遊
んだ1日となりました。
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体験して初めて身につく生きる力。
不便なことも知恵と工夫で解決できる！
「人の輪ネット」
：東京都千代田区
“さあ、集めてきたダンボールを使って、自分の寝床を作ってみよう！”この日は、
いたばし
総合ボランティアセンターで毎年行っている避難所想定宿泊訓練に参加。私たちの会は
子ども班を担当し、都内に避難している世帯と地元の子どもたちが共同で行う震災シミュ
レーションをサポートしました。
の
「人の輪ネット」は東日本大震災をきっかけ
ちに人気
子どもた 験。
に、被災地と避難者を支援につなげる目的
体
火起し を扱うことは
で立ち上げたサポートグループ。毎月1回、
安全に火 イバル術の
郊外の自然の中でのアウトドア活動を通し
防災サバ 。
基本です
て「被災した体験を、防災スキルを学ぶこと
によって、強みに変えていく」
「アウトドア活
動によって震災のPTSDの癒しを行う」
「被
災し、避難した子どもたちを将来の防災リー
ダーに育てる」などを目的に、楽しみながら
学んでいます。

復興支援イベント
「スタンドアップ・サミット2015」での防災教室

巨大カステラづくりに挑戦！

東京ビッグサイトで開かれた「スタンドアップ・サ

ました。子どもたちが自分の手で作ったカステラ

“そうめ
ん
ちがう！ と作り方が
”水パス
あまり美
タって、
味
見えなか しそうに
ったけど
、
意外と美
味しかっ
た。

ダンボールの寝床は
暑くて大変だった。
でも、体育館で寝るのって、
わくわくする！

新宿区の子育て支援施設で、避難家族と支援施
設の会員家族が集まって、大きなカステラを作り

ミット」
（8月11日）
の復興セッションにて、岩手・宮

です。まず子どもたちがカステラの生地を作り、

城・福島の3県と東京の子どもたちで防災教室を開

巨大フライパンに流し込んでじっくり待つこと90

きました。19人の中高生と5人の大学生ボランティ

分余り。子どもたちが、互いに協力して直径90セ

アが参加。津波および火災が発生した時には初期

ンチの巨大カステラをふんわり焼き上げ、フタを

対応をどうするか、その時ケガ人がいたらサバイバ

あけると白い湯気が立ちのぼ

ルシートで救急搬送する等、被災実体験から編み

りました。人数分に切りわけて、

出した災害サバイバル術

ワイワイみんなで食べると、美

を学び、シミュレーション

味しさも格別です
（焼き上がり

後にその日の体験を全員

を待つ間は、絵本のお話会を

でまとめました。

開きました）
。
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“4年生になったら、どの役できるかな”
下級生も心待ちにする歌舞伎の稽古
春、新4年生たちの歌舞伎学習がスタートします。
まずは待望の配役決め、そして歌舞伎や地元の
「回り舞台」
の歴史について学びます。本格的な舞
台のための練習は、夏休み明けから。県内には指
導者がいないため、芝居は埼玉県の秩父歌舞伎
さんに、常磐津は栃木県の那須烏山市の皆さん
に来ていただき、指導をお願いしています。慣れ
ない七五調のセリフや見栄を切る動き
に戸惑いながらも、徐々に演目として
の形になっていきます。そして、発表会
は
「学校まつり」
。家族や地域の人たち
もたくさん詰め掛けるなか、子どもた
ちは皆、誇らしそうに演じてくれます。

子どもたちも熱演！地区の全世帯で守る手作りの
「回り舞台」

“トザイ、トーザイ…”大人顔負けの
名口上に大きな歓声と拍手！
にし わか ざ

か

ぶ

き

舞台、回り舞台、
花道もある本格的
な舞
屋根に用いる青竹 台。
は300本余り、
毎回伐り出して
組み上げられます
。

ひ たち おお みや

「西若座子ども歌舞伎」
：茨城県常陸大宮市
本物の役者と同じように、舞台そのままの衣裳に身を包み、通りを練り歩く子どもたち。集
まった多くの人たちから大きな拍手が次々に沸き起こります。春休みの一週間、浅草神社
を会場にして行われる「こども歌舞伎まつり」に招かれ、立派に舞台をつとめました。私た
ちの活動は、14年前に地元の小学校が総合的な学
習の授業で取り組んだことから始まって、
いまも4年
生になると、常磐津「子宝三番叟」と「白浪五人男」
の習得が代々引き継がれています。
また、10年前か
らは市の全域を対象に募集をかけ、常磐津伝承教
室として三味線や常磐津節、舞踊の稽古を開始し、
子どもたちが熱心に取り組んでいます。
と

きわ

ず

こ だからさん

ば

そう

しら

なみ ご

現存する日本最古の組立式歌舞伎舞台といわれて
にし しお ご

いる
「西塩子の回り舞台」。丸太と青竹を縄で結わ
えて組み立てられた巨大なドーム型の舞台は、地
区の全世帯が
「保存会」
となって、ひと月がかりで組み立てるもの。一度は途絶えていました
が、18年前、半世紀ぶりに復活。大人たちが
「西若座」
を結成し、その活動が子どもたちに広

にん おとこ

がり
「子ども歌舞伎」
となった経緯があります。現在は3年に一度、舞台の組立と定期公演が
行われ、県外からも多くの観客が集まる大イベントに成長。次の開催は来年ですが、子ども
たちは今から楽しみに練習に取り組んでいます。

動

子育て支援活

子育てだいかぞく ～お菓子作り編～

４世代が一緒に子育てする「おうち」。
ここに来ればみんな「だいかぞく」の一員です！

あいにくの雨だけど、こんな日は
「だいかぞくのおうち」
でお菓子作り。乳製品を使わない
「たまごボーロ」
。子どもたちは
“やりたい！やりたい！”
で、積極的にお手伝いしてくれて、楽し
くコネコネ、粘土遊びのようでした。1回目に焼いたのは、焼きすぎて失敗してしまい黒焦げ
に。でも、2回目は焼き時間を短く
したら、大成功！
！みんな美味しか
ったようで、あっという間に完売

「中野宝橋だいかぞく」
：東京都中野区

です。また作ろうね！

“おおきな くりの きのしたで～♪”今日は「だいかぞくのおうち」の一般開放日、
いつもの
ように「おもちゃの広場」を開催しました。それに合わせて、童謡の会をしている70～80代
のおじいちゃん、おばあちゃんが来てくれて、みんなでお歌をたくさん歌いました。ここは、
0歳児～2歳児のお子さんを持つパパ・ママと子どもたちが交流できる「おうち」です。4世
代（ひいお爺ちゃんひいお婆ちゃん・お爺ちゃんお婆ちゃん・パパママ・子どもたち）がみん
なで一緒に子育てをしたり、昔から伝わる家庭料理を学んだり、
日本の伝統文化にふれた
り、野菜を育てたり、公園を散歩したり、旅行に行ったり、歌
ったりと世代を超えたコミュニティーハウスです。ここに来
れば「だいかぞく」の一員。大きな大きな家族がみんなで
協力しあって、学びそして成長を喜び、そんな普段日常に
あった「古き良き日本の姿」を再発見し今に生かそうとい
うプロジェクトでもあります。

遊べるだいかぞく ～親子遠足・牧場編～
“さあ、しゅっぱぁーつ！”本日の参加者は12組の
親子、総勢29人。牧場行きのマイクロバスが、い
っぱいになってしまいました。牧場で、みんなを待
っていたのは、牛、やぎ、羊、うさぎ、モルモット、
馬、ブタ、アヒルなどたくさんの動物！
“エサをあ
げてごらん！”
と親が言っても最初は怖がっていた
子も、他の子たちに刺激され、触れ合えるように
なりました
（子どもには子どものお手本が一番で
すね）
。お昼の後は、アヒル
レースに参戦したり、乳し
ぼりをしたり、
トロッコ列
車に乗ったり…。平日のせ
いか、まるで貸切り状態、
子どもたちのペースでゆ
ったりできました。
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自然と親しむ活 動

手作りイカダで川下り！
海外の子どもたちと里山で国際交流。
やま がた

“おーい！みんなあそぼうよ！”
子どもの自由な遊び場で、笑顔がたくさん！

［特定非営利活動法人 山県楽しいプロジェクト：岐阜県山県市］

［遊び場を考える会：岡山県倉敷市］

“海外の子どもたちが、里山にやってきた！”アメリカ、ベルギー、
タイなど世界から、父親か母親が日本人など

“うわっ！”
“もっと揺らして！”大きく揺れるハンモックに、はしゃぐ子どもたちの声。緑いっぱいの都市公園の

日本にルーツを持つ子どもたち26人を迎えたサマーキャンプ。ホームステイや古民家での暮らしや川遊びを

一角で、
第2月曜と第3日曜に冒険遊び場（プレーパーク）を開いています。綱渡りのように細いバンドの上を歩く

します。五右衛門風呂や釜で炊くご飯に“Oh！ローテクノロジー！”と、
みんなびっくり。会話はすべて日本語で、

スラックラインやダンボールハウスなど、好奇心をかきたてられる遊具も人気です。ジャグリングのディアボロを

片言しか話せない子には話せる子が通訳してくれ、助け合ってコミュニケーションをとりました。
メインイベントは

根気よく練習していた男の子は、
みんなから「師匠」
と尊敬のまなざしを受けるほどに上達！
“どうやって作るん？”

自然を思いきり体感できる川下り。ホストファミリーと一緒に作ったイカダでいざ！流れに乗り出します。川遊びは

と聞いているのは、
大人気のべっこう飴。コツをつかんだ子が周りの子や大人に教えてあげることも。
“自分の責

初めてのようで、
存分に楽しんでくれました。お互い言葉が通じなくても感じ合えるって感動です。お別れの時には

任で自由に遊ぶ”がモットーです。昔はあったガキ大将集団。今は子ども社会もなくなっています。子ども社会を取

抱き合って泣いてしまう子もいるほど、
分かり合えた貴重な体験でした。

り戻したい！子ども同士の遊びの中から育まれていくものを大切にしています。

デザインも国際的？自分たちで作ったイカダでゴー！

手作りのハンモックはお昼寝にも、揺らして遊ぶにも人気。

低学年の子はローボートで。初めての川下りにドキドキ！

異年齢・異世代交流活動

合奏していると心がつながり
一つの音楽が生まれます。
［ジュニアオーケストラ十和田：青森県十和田市］

とことん遊んで、
みんなこの笑顔！

自分たちで作ったロボットで
全国チャレンジコンテストに出場。
［特定非営利活動法人 みとよ発明キッズ：香川県三豊市］

“レリゴー、
レリゴー♪”のメロディーが聞こえる夏のミュージックキャンプ。
「アナと雪の女王」
「舞踏会の美女」

“みんな、やったねぇ！”マイロボットを作りあげて満足げな顔の子どもたち。ロボットコンテストをはじめさまざま

「アルルの女」などの曲を演奏会に向けて練習合宿です。ジュニアオーケストラの団員は小学1年生から高校生

な大会に向けて発明キッズたちは作品づくりに夢中です。ご飯も寝るのもそっちのけで熱中し、
“やるぞー！
！”と、

まで約25人。朝から夕方4時までみっちり練習し、その後ミニコンサートを楽しみます。団員のソロ演奏や合奏、

こちらまで伝わってくる気迫。今年の全国少年少女チャレンジ創造コンテストも、約1000チームが参加する予

父兄のハンドベル演奏も登場して和やかなムードに。夜はバーベキューで盛り上がり、おしゃべりで夜更かし

選を勝ち抜き、全国大会出場が決定！高い全国レベルにどれだけ挑めるか！
？何度も走らせ改良を重ねた出場

しても、翌日はしっかり演奏。年上の子が年下の子の演奏を見てあげるなど、結束力も高まります。子どもたちの

作品、
「三豊キッズ号」のプレゼンテーションにも熱が入ります。子どもたちはみんな驚くほどの集中力で、近く

集中力は高く、
曲の仕上がりは確実にアップ。毎年、
演奏会で盛大な拍手に満足度100％の笑顔を見せる子ども

の高専の学生たちにアドバイスをもらいながらグングン成長中。
“今年が終わったら来年は何を作ろう？”創作

たち。一人ひとりが音楽を通して喜びを分かち合える人生を送れることを願います。

意欲は、
もう止まりません。

みんな真剣なまなざしで、演奏に集中。

チャレンジコンテストは子どもたちの目標です。

“練習終わったぁ～！”達成感でみんなにっこり。

小児病棟で夏祭り。ドキドキワクワク
みんな楽しんでくれました。

子 育て支 援 活 動

全国大会には今年で3 年連続出場！

公民館の図書室が、唯一の本の拠り所。
読み聞かせで一人ひとりの感性を育みます。

［おはなしたまてばこ：大阪府豊中市］

［ブックマーマおはなしの会：和歌山県太地町］

8月6日に行われた、小児病棟の夏祭り。非感染ルームの子どもたちと、プレイルームで遊べる子どもたちが、

私たちの住む太地町には、書店も図書館もありません。子どもたちの“本の世界への扉を開ける”第一歩になる

それぞれ時間を分けて招かれました。
“わぁ、
こんなことやってるんだ！”お祭りの音楽が流れる会場へドキド

ように、地元のこども園や小学校で月2回の読み聞かせを行っています。豊かな自然に恵まれた環境でも、花や

はっぴ

キしながらやってきた子どもたち。提灯飾りや法被を着た保育士さんたちにびっくり大喜びです。バルーンアート

星を美しいと感じる心が必要です。私たちの願いは、子どもの心に蒔いた一粒の種が、一人ひとりの中でいつの

で一番の人気は「剣」。男の子たちが欲しがって集まり、一人ひとりに作って手渡すと嬉しそうに持っていきます。

日か花を咲かせ、実を結ぶこと。季節や行事・場所に合わせて本を選んだり、子どもたちの様子を見て読む本を

みんなニコニコ顔で、楽しんでもらえたようでした。日頃は絵本読みやパネルシアターや手作り遊びなどの活動

決めて、
心を込めて読み聞かせをしています。本に興味を持った子どもたちが、
本を求めて公民館にやってくるこ

を主にしています。入院生活で辛い思いや退屈な思いをしている子どもたちに、少しでも楽しい時間を過ごして

とも増えました。お母さんと小さなお子さんを対象にした読み聞かせも行っているので、子どもたち一人ひとりの

もらうことが、
私たちの活動の願いです。

成長に直に接することができて、
とてもやりがいを感じています。

女の子にはバルーンアートのお花が人気でした。

“入るかな？”
カゴが上下に動く
「おばけ玉入れ」
だ！

影絵ワークショップ開催で、舞台裏での輝く子どもたちの表情。

フリースクール活 動

お母さんに抱かれた子どもたちにも絵本を読み聞かせ。

療育支援活動
今日はお父さんと遊ぼう。
一緒に体験しよう！

自分たちの手で一から作るぞ。
モノづくり工房プロジェクト、始動！

［日本ダウン症協会 群馬支部：
おう ら まち
群馬県邑楽町］

［特定非営利活動法人 東京シューレ：東京都北区］
“モノづくりのための工房を、
自分たちで作ろう！”工務店で働く東京シューレのOBに協力してもらい、夏休

みんなと一緒に
作ることができてうれしい！
［重度・意識障害者（児）のくらし向上へ共に歩む
「めざましの会」
：富山県高岡市］

みに工房づくりを行いました。フリースクールで学ぶ子どもたちにとって、同じような経験をした先輩が社会

“ブロックやフラフープでお父さんと一緒に遊ぼ

で活躍している姿に出会えることは貴重な体験。一緒に作業しながら、
さまざまな経験談を聞かせてもらえ

う！”親子がお互いのタイミングを感じながら、息を

夏休み子どもイベントでトールペイント教室を開催。
昇降式テーブルでは、車椅子の子どもたちもみん

ました。普段、
モノづくりをする機会がないため“来るのが楽しみ！”と、
毎日1時間半もかけて通って来た子も。

合わせてブロックの上を歩いたり、
フラフープに玉

なと同じテーブルで、絵の具で色を塗っています。

できあがった工房で何を作ろうか、
ワクワク感も膨らみます。モノづくりを通して、
“自分にもこんなことがで

を投げ入れたり。楽しく遊びながら発達を促します。 食事もみんな一緒で和気あいあい。
“夏休みの作

きるんだ！”と経験を積み重ねて自己肯定感を育み、社会性を身につけてくれればと願います。11月の全国

お父さんたちにとっても、子どもと一緒に体験する

品づくりができてよかった！”
“同じテーブルで作る

的なフリースクールフェスティバルに向けて作品づくりもプラン中です。

ことの大切さを学ぶ時間になったようです。

ことができて楽しかった！”と、
大満足でした。

工房づくりのポイントを、
みんな真剣に聞いています。

お父さん笑ってる！僕も笑ってる！

好きな色を塗って、
自分だけの写真立てを作るんだ。

壁材を混ぜる姿は、
まるで未来の職人？
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◆

生き生きシニア活動編

「友和会だより」の手渡しから、
元気な人が手助けを必要とする高齢者を支える
助け合いに広がりました。
浦上あすなろ友和会

◆

多くの配布メンバーで1軒1軒きめ細かく訪ねて、
楽しいおつきあいをしています。
「友和会だより」
は隔月の発行で、約250人の会員宅
を約40人で訪問しています。ポストに入れるのでは

石川県輪島市

なく、一人ひとりに手渡ししながら“お元気ですか”

私たちの浦上地区は、住民の5割以上が65歳以上という高齢者が多く住んでいる地域

“変わったことありませんか”と近況を尋ねたり、“

です。
そこで、“健康・友愛・奉仕”をスローガンに老人クラブを結成し、
月に一度、朝から

お手伝いすることありませんか”と重いものの移動
や電球の交換などをしています。
この声掛けが、

グランドゴルフやスカットボール大会を開催しています。午後からは、
スポーツが苦手な

皆さんの 楽しみとなっているよう

方も楽しめるカラオケや映画の上映会です。
このときの様子や次回の予定を載せた
「友

です。元気な人が、話し相手や

和会だより」
を配布する際、なるべく手渡しして声を掛ける取り組みを始めたところ、会

手助けを必要とする高齢者を
支えることになり、お互いの

員みんなに好評です。

暮らしにハリが生まれたと喜
ばれています。
また、会員もど
んどん増え、旅行やイベントの 「友和会だより」
を配布するための訪問なら、
気軽に訪ねることができます。

参加も増えています。

「支え合いマップ」づくりから見えてきた、
地域の高齢者世帯の暮らし。
この訪問活動を続けていると、高齢者の会員から、
話し相手が欲しい、困ったとき助けてほしいという
要望が多く寄せられます。そこで、
どこに手助けを
必要としている人がいるか、誰がどのように関わっ
ているのかという、地域の「支え合いマップ」づくり
を始めました。すると、老老介護や引きこもり親子
の存在が見つかる一方、
ご近所で見守りをしてい
る人、料理のおすそわけをしている人、地域のキー
パーソンとなる人も明らかになり
ました 。また 、友 和 会 の 会 員 の
訪問から、家に閉じこもりがちだっ
た人が外出を楽しまれるようにも

最高齢100歳のおばあさんまで、
楽しめるように盛りだくさんのイベントを
行っています。

なったとの報告もあり、浦上全地
域のマップづくりを始めています。 介護施設に入居されている

輪島市の社会福祉協議会の
協力も得て、
「支え合いマップ」
を
作成しています。

会員にも面会に…。

熟年世代のパワー全開！子どもから高齢者まで、
毎日のふれあいで地域の絆を深めています。
武岡白百合会

子どもから大人まで、
楽しい昔話や民話の良さを伝えています。

鹿児島県鹿児島市

昔ばなしと朗読研究会 かたかご会

静岡県静岡市

1974年の武岡団地とともに誕生した「武岡白百合会」は、昨年で40周年を迎えました。

“近頃、若い世代の昔話離れが進んでいるのでは？”という想いから、民話や昔話の楽

“できる人が、
できる範囲で、
できることをする”をモットーに、約80人の会員で活動して

しさを多くの人に知ってもらう
「昔ばなしと朗読研究会 かたかご会」
を3年前に立ち上

います。
その内容は、小学校や公園などの清掃を中心とした子どもたちの見守りから、

げました。できるだけ興味を持って

ひとり暮らしの高齢者対象の
「ふれあいの集い」

もらうため、様々に工夫を凝らして

まで多岐に渡っています。
この地域にとって、

います。昔話の「したきりすずめ」の

私たち高 齢 者はなくては

紙芝居は、折り紙だけですべて作り

ならない存在であると自負

上げました。
これを見て、子どもたちは

して、毎日、様々な活動を

とても喜んでくれます。また、静岡の

行っています。

方 言も大 切 に伝えていきたいと、
方言を交えて民話を朗読しています。

子どもからひとり暮らしの高齢者までみんなが参加
できる催しを年じゅう行っています。

新1年生が気持ち良く登校できるように、
入学式の朝に学校の周囲をピカピカに！

単に読むだけではなく、
身振り手振りを交えてお話します。

戦後70年を迎えたいま、改めて戦争を知らない人たちに
その怖さを伝え始めました。

毎年、武岡小学校の入学式当日は早朝から学校周辺の清掃作業を行っています。今年も38人が参

静岡市は、軍需工場があったためか終戦間近の6月20日に大空襲を受け、焼け野原になりました。私た

加し、街路樹の落ち葉などで32個の満杯のゴミ袋が軽トラックに積まれました。
それを終えると、

ちのメンバーの一人は、当時6歳の子どもでしたが、2歳の妹をおぶって山に駆け登り、なんとか戦火を

校門の前で新1年生と保護者の皆さんをお迎えするのが慣わしです。
また、登下校時の見守りや

逃れたそうです。
その体験や様々な戦争中の様子を劇にし、かっぽう着にもんぺ姿で上演したところ、

校庭の花いっぱい運動をはじめ、入学や卒業の節目に会を開いて互いに楽しいひとときを過ごして

教師を退職された方々に大いに好評を得ました。
また、特攻隊員が残した最後の手紙の朗読や、兵士

います。
さらに、高齢者対象に、振り込め詐欺防止の啓発活動やリズム運動などの健康維持・増進

が戦地に赴く際に履いた靴の運命を描いた絵本「くつがいく」の読み聞かせを涙ぐみながら聞き入って

のための講座も開催。声掛けも実践し、
お花見などの楽しい行事で交流を図っています。

おられる方も…。
この戦争の悲惨さを伝える活動は、
ぜひ学校で！とのご要望をいただきました。

入学式前の清掃活動。
すっきりキレイになると思わず笑顔がこぼれます。

火災を食い止めようとバケツリレーをするシーンには
思わず力が入ります。
（写真提供：静岡新聞社）

毎年12月の第2土曜日には、
地域をあげて餅つき大会。
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無事に公演を終え、
ほっとするひととき。

鳴門をもっと元気に！
「鳴門小唄」でどんどん盛り上げていきます。
「鳴門小唄」
でいきいきなると実行委員会

“私たちの地域にも「田植踊り」があったんだ！”
子どもたちとともに伝統芸能を復活させました。

健全育成

もと あい かい

徳島県鳴門市

本合海伝統文化研究会

“越える気がありや鳴門の瀬戸も 命帆にかけ舟で越す”。
これは、
「七つの子」などの作詞で有名な
野口雨情が鳴門の渦潮に感銘して詠んだ「鳴門小唄」の一節。私たち市民の働きかけで、
この歌
碑が2006年に鳴門公園に建てられました。
これに合わせ、鳴門市民の誇りとして後世に残したいと、
「鳴門小唄」に曲と渦潮や阿波踊りをイメージした踊りを付け、普及活動を始めました。いまでは、
鳴門市内の小中学校の授業や行事にも取り入れられ、運動会や阿波踊り大会でも子どもたちが
踊ってくれるようになりました。
また、要請があれば、学校のほかデイサービス施設や市民まつりで
も練習会を開いて、皆さんと楽しく踊っています。

地元小学校の運動会では、
大人も混じって楽しく踊って、大好評でした。

もと あい

はっ

ぴ

はや

し

手に農耕馬の尻尾を模した小道具を持って踊ります。

皆さんの知ってる曲に合わせて舞うことも。
掛け声をいただき、客席と一体になって楽しみます。

障がい者支援

高齢者支援

熊谷学園3期南京玉すだれクラブ 埼玉県熊谷市

“一緒におしゃべりでも”と訪れた障がい者施設の方々と、
こんなに深いおつきあいになるとは思
いませんでした。何かの折に私たちのメンバーに「そば打ち名人」がいる話をしたところ、施設の
オーナーがそば店を開きたいとおっしゃり、施設の方たちにそば打ち指南をすることに！月に1回
指導に訪れ一緒にそば打ちを練習し、1年後、本当にお店がオープンしました。12、3人の方たち
がそば打ちはもちろん、給仕や洗い物などを分担して働いています。先日1年ぶりに再指導という
かたちで訪問したところ、
自分たちで打ったそばを振る舞ってもらいました。
それはそれは、おいし
かった！私たちのために詩の朗読までしてくれ、
とても感激しました。

“皆さんご一緒に！”手拍子を集めて盛り上がる
「南京玉すだれ」
。高齢者施設を中心に、
月に1、2回
ほど公演に回っています。“アッ、サテッ！アッ、サテッ！アッ、サテサテサテサテ”の掛け声で始まり、
「釣竿」
「阿弥陀如来」
「瀬田の唐橋」などの型をリズミカルに披露。最近では玉すだれの型を応用
して
「麦畑」や「きよしのズンドコ節」に合わせて舞うことも。皆さんご存知の曲ですので♪ズン、
ズンズン、
ズンドコ♪と来ると“キヨシ！”の掛け声が入り、一体感が生まれます。玉すだれにも触っ
てもらい、簡単な「釣竿」を一緒にやって楽しみました。今後もお声掛けいただいた施設を回り、
多くの方々と交流を深めていきたいです。

めん棒で伸ばすコツを聞いて、繰り返しやってみます。

誰もが楽しめる和太鼓の練習を通じて
みんなで仲良くおしゃべりする機会も増えました。

玉すだれに触って、
“あー、
こうなってるんだー”

おもちゃの修理屋さん 北上

高齢者の多い東赤倉では区民のつながりと健康増進をめざし、70～90代の方々と毎月散歩の会を
実施。雪解けを待ち、6月頃から林や田舎道を10数人で歩いています。始めて3年になる和太鼓は、
リズムを覚えれば順番に入れ替わりながら叩けることや、強い音や優しい音と打つ人の個性が
出るのが面白いところ。一緒に叩けば“気持ちが通じ合う”と、皆さん和太鼓のとりこです。“月1回の
練習じゃ足りない！”と練習が週1回に変更になったほど。雪の時期は集まれないため、“早く開催
して”と催促の声も。今後はまだ参加していないお年寄りを巻き込む工夫やアイデアが課題ですが、
みんなで楽しみながら続けていきたいと思っています。

地域づくり

岩手県北上市

毎月2回、私たちのもとに、“わたしのピアノ、音が出なくなったの！”“ダンスしてくれないよ！”と、壊
れたおもちゃを抱えて子どもたちが集まって来ます。
そして修理の様子を食い入るように見つめ、
元通りに直ると本当にうれしそうな顔をしてくれます。私たちは、市のボランティア育成事業の「お
もちゃ医学部」
で学んだ13人の受講者が集まってスタートしたおもちゃの修理屋さんです。いまで
は仲間も増えて、地域の子どもたちの“ものを大切にする心”を育む活動をますます強化する予定
です。
さらに今年からは、12面体ボールなど簡単なおもちゃを作って楽しむ「あそびの教室」
も開
催し、“ものづくりに興味を持つ心”の成長も願っています。

皆さん楽しんで練習している和太鼓。
区民バーベキュー大会では
「豊年太鼓」
を披露しました。

“立ち退きを迫られた築100年を超える大商家を救え！”
いま、まちづくりの中核としてにぎわっています。

「麦畑」のラストシーン。大きなハートを描きます。

元通りに直ったおもちゃに“すごい！”
と
喜ぶ子どもたち。ものを大切にする心を育みます。

高齢者支援

東赤倉いー散歩の会 新潟県妙高市

心地よい緑の中を散歩中。生き生きした
いい笑顔が広がります。

かい

“頑張ってけらっしゃい！”
と、練習を見守る人も多く訪れ、
いつもにぎやか。

いきいき31 長野県駒ヶ根市

そば打ちを指導中。
まずは、
そば粉をこねるところから。

山形県新庄市

日本海に注ぐ最上川沿いに位置する米どころ、本合海地区。舟運の発達で古くから栄えたこの地
に伝わる
「本合海田植踊り」は、五穀豊穣を祈る伝統芸能ですが、踊り手の高齢化や後継者不足
から数十年前に途絶えていました。“これではいけない”と小学校の校長をはじめとした有志が踊
りを知る人を探し出し、子どもたちに指導を始めました。練習は、小学校の空き教室や公民館を利
用して放課後に行っていますが、“踊りは難しいけれど、楽しい！”と、熱心に自主練習を願い出るほ
ど。いまでは“復活した踊りを見たい”との声が多く寄せられ、敬老会や小学校の文化祭などで、
そ
ろいの法被と鉢巻き姿で囃子を歌い、稲を植える様子を表現した踊りを披露しています。

“ア・ソーレ”
の掛け声に、舟をこぐ動作、
渦巻く鳴門海峡の波の様子の踊りに見入って・
・
・。

“おそばの店を開きたい！”の声に応えてそば打ち指南。
振る舞ってもらったそばは、本当においしかった！

健全育成

“ちゃんと直るのかな？ピアノ、早く弾きたいよ！”
と
興味津々の子どもたち。

「紙ぶるる君」
という家を作って、耐震性を実験。
構造を様々に変えて実験できます。

方言落語で抱腹絶倒！
“笑顔を取り戻す”お手伝いをしています。

地域づくり

たかじょう

特定非営利活動法人 高城歴史文化のまちづくりフォーラム 宮崎県都城市

富山・生と死を考える会

地域づくり

富山県高岡市

“な～ん”という抑揚のない富山弁を誇張する噺にも地元を愛する思いが伝わる、立川志の輔さ
んの方言落語。全編オール富山弁なので、会場は抱腹絶倒！富山県人には堪りません！私たちは、
この落語会を大きな悲しみを乗り越えるためのケアのひとつとしています。なぜなら、ユーモアと
笑いは、健康的な生活に欠かせない要素。笑顔を取り戻すことは、悲しみのプロセスをくぐり抜けつ
つある証なのです。
この会では、家族を亡くされた人たちのケアや自殺防止のための様々な活動を、
お寺の奥さんをはじめ看護師や保健師、教会のシスターなど多くの仲間と行っています。いまでは、
県内に留まらず、遠方にも出向き、
「分かち合いの会」なども開催しています。

高城町の「旧後藤家商家交流資料館」は、かつて「日向の山林王」
と云われた後藤伊左衛門の
分家が、商いを営むために1900年頃に建てた商家造りの家屋です。
ところが2000年、県道の拡張
のため取り壊されることに…。
このことを知った地元の有志がこの歴史的価値の高い建物をなん
とか守れないかと奔走し、特定非営利活動法人を立ち上げました。やがて多くの人の尽力により、
「曳家（ひきや）」
という工法で南へ5m東に10m移動し、
そのままの姿を残すことに成功しました。
そして現在、ひなまつり、端午の節句、七夕まつり、重陽の節句の展示をはじめ、ピアノコンサート
や書道展なども開かれ、だれもが気軽に集まれるコミュニティの場となっています。

漆喰の外壁と複雑に重なるひさしが特徴。内部は通り土間、 ひなまつりには、多くのボランティアとともに約800体の
周り土間があり、直接2階へ物が上げられる階段も…。
人形を飾ります。2007年、国の登録有形文化財に。

「東京・生と死を考える会」の創設者を招いて、
講演会も開いてます。
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講演会の後は、会員の皆さんと輪になって…。

