題字：障がい者の自立のための生活・作業訓練等を行っている
「なぎさ作業所」利用者の皆さん（６人による合作）

小田原の風景・
「初秋の早川港」

小田原市社協イメージキャラクター
「夢・咲き福ちゃん」

29

社会福祉協議会は、略して ｢ 社協（しゃきょう）｣ と言い、誰もが安心して暮らすことのできる
福祉のまちづくりを進めるために設置されている民間の福祉団体です。
ホームページは 小田原市社協 で

編集発行
小田原市社会福祉協議会広報編集委員会

好きなコト

を楽しみながら
元気な地域をつくる

〒

匠たち

小田原市久野１１５―２
250-0055

みんなを笑顔にする木工の匠

特技をいかした地域づくりの匠たち
下府中地区福祉コーディネーター会

電話０４６５

下府中地区の地域福祉コーディネーター会
のメンバーが運営する「ふらっとマロニエ」
は、川東タウンセンター・マロニエの敷地内
に開設され、誰でも出入り自由な交流の場に
なっています。
運営メンバーが、それぞれ得意分野の講師になる「ミニ教室」
（毎週火曜開催）も人気です。

富士見地区のサロンは、体操、音楽、健
康講話などの内容で年間 12 回開催されて
いますが、内数回行われる「川又さんの楽しい
工作教室」も好評です。
サロン委員でもある川又さんのご自宅には、趣味で木工製品を
つくる機械が整備され、参加者が作って持ち帰れるよ
うに木製玩具の材料を全員分用意し、簡単な工作を楽
しんでもらっています。

単純な木材が新たな
価値を産み出す面白さ

自分だけのオンリーワンの絵を

(

水彩画担当

35
４
) ０００
ファックス０４６５ (
35

塩塚正臣さん（78 歳）

人との競争ではなく
楽しむことを大切に
書道担当

６
) ９０２

田中

満さん（79 歳）

輪番制で回ってくる自治会の組長、子ども会
やＰＴＡの役員など、皆さんの身近には、さま
ざまな地域活動があり、多くの人が関わってい
ます。
こうした活動をすることによって、自分の人
生が豊かになり、活力ある地域づくりにもつな
がり、「新しい生きがいを発見した」という人
も数多くいらっしゃいます。
高齢化が進む中、それぞれの人が持つ豊富な
経験や知識、特技などを地域社会に活かすこと
によって、人も地域も豊かになります。
本号では、そういった取り組みをされている
皆さんを紹介します。

地域で輝く !!

富士見地区
川又

匠の技
紹介

寛さん（70 歳）

夏休み親子工作教室で作る
「風力発電機」も試作
（ご自宅の作業場で撮影、背景の
電動工具も手作り）

好きなことだから
苦労は感じない

Ｅメール

桜井地区

先生にはなりたくない
皆と楽しみたい

odawarashakyou@ybb.ne.jp

折り紙担当
石川和明さん（65 歳）

好きなように描くことが一番
大人の塗り絵担当
横田八郎さん（73 歳）

岩田卓二さん（70 歳）
ご自宅の水槽では、メダカも飼育

桜井地区の世代間交流事業は、
「植物や昆虫の観察会」というタ
イトルで、恵まれた田園風景を活かしたウォーキングが開催され
ています。
この観察会で植物、昆虫などの種類や生態を丁寧に説明される
人が、自然観察指導員の岩田さんです。
親子や近隣住民が交流しながら、自然の
中での新たな発見を楽しんでいます。

自然の力で地域の未来をひらく匠

この広報紙は、赤い羽根共同募金の配分金と広告料により発行しております。

ホームページは 小田原市社協 で

平成２９年９月１日 第１１４号

表紙の
ふらっとマロニエで毎週火曜日に開催

表紙の６人の紹介です。

されている「ミニ教室」。

それぞれ、活動をするよ

参加者も毎回 30 人ほどまでになり、

うになった「きっかけ（経歴）」

会場は満員の状況です。

人

活動上での「やりがい」、その人の

この教室がきっかけで友人ができた人、

特徴的なこと、訴えたいことを「ひと言」として

休んだ人に作った作品を届ける人など、

まとめました。

おつきあいの輪も広がっています。

工夫を重ねて物を創造する工作好き
川又さん（富士見地区）
○きっかけ：●養護学校高等部教師として、木工の作業学習を担当。
●退職後、富士見地区社協の役員とあわせ、サロン
の運営委員にも就任。
●同運営委員会で、聞く、見るだけではない、参加
者自身も取り組めるメニューについて話し合いが
もたれた結果、「川又さんの楽しい工作教室」が誕
生しました。
○やりがい：サロンでは、少しでも「自分で作る楽しさ」を味わっ
ていただけるよう、手作りで完成一歩手前のヨーヨー

たち

や知恵の輪を人数分（50 人程度）用意します。
50 人分用意するのは時間がかかりますが、加工して
いること自体が楽しいので、苦労とは思いません。
また、サロンで使用する放送機材（アンプ）も手作

下府中地区福祉コーディネーターの４人は、ふらっと

この日は、折り紙で「アジサイ」を作っ

りのものを使っていただいています。

マロニエの運営上で「心がけていること」も紹介してい

ていました。

木工だけではなく、電工も得意で、作業場の電動工

ます。

具も手作りのものがあります。
夏休み親子工作教室で参加親子に作り方を教える川又さん

ボランティア活動で「いきいき
ライフ」を満喫・塩塚さん

スポーツ好きな
書道の師範・田中さん

：元民生委員、活動している
○きっかけ：元民生委員、活動している

○きっかけ：前会長から協力を依頼され、

「身近なところで気軽に

民生委員仲間から誘われて。

して来られるように、気づかいをしています。
○ひと言：以前からボランティア活動をしていま
すが、これからも「交流を第一」に活動を継続
していきたいです。

として、地域の人の手により運営されています。
火曜日の「ミニ教室」は、より多くの人が集まれ
るきっかけになったらということで、ここで紹介す

また、普段の生活の中で、「こんなものがあったら便利だなぁ」ということ

たものを考えています。

サロンで配られた木製のヨーヨー（手前）と知恵の輪（奥）の完成品

世間話を大切にする美大出身
の自治会長・横田さん

の思いで活動をされています。

○きっかけ：ヘルパーとして施設で働

から、社協の研修会に参加するように言

いていた経験、培った美術関係のこ

われて。

とを地域のために役立てられたらと

○やりがい：知らない人同士が仲良くなっ

岩田さん（桜井地区）
○きっかけ：●小学校の理科教師として自然に対する興味があり、( 財 ) 自然保護協
会の「自然観察指導員」となる。

○やりがい：参加者からのリアクションがあることが楽しいです。

○心がけていること：ただ折るだけではなく、ゲームで楽しめる内容

●一つのテーマにのめり込まずに、植物、昆虫、水中の生き物から夜

○心がけていること：参加者が好きなように描き、一緒に楽しむこ

も考えています。

空の星まで、「幅広く自然を楽しむ」をモットーに自然観察指導員と
して活動。

とを大事にしています。

○ひと言：今から 30 年前、赴任先のアメリカで日本の折り紙と出会い、

○ひと言：年に一度位、広い会場で皆さんの作品展示ができたらと

以来、その魅力にハマっています。

●「酒匂川水系のメダカと生息地を守る会」「金次郎のふるさとを守る
会」のメンバーとしても活動を展開。

思います。

参加者 の

声

「火曜日は何も予定を入れない
で！」と、家族にお願いしてい
ます。
こ こ で 新 し く で き た 友 人 と、

９

●こうした活動を通して、地区社協の世代間交流事業にもかかわるよ

ふらっとマロニエ
月のカレンダー

火
5日
書道＆健康相談
12 日
折り紙
19 日
大人の塗り絵
26 日
水彩画＆高齢者生活相談

木
7日
福祉相談
14 日
お茶飲み会
21 日
健康相談
28 日
カラオケをみんなで歌おう

毎週火曜に会うことを楽しみに

木曜日は、買い物のついでに寄って、ひと休み

毎週火曜日が楽しみ
という磯崎さん

したり、友人とお茶を飲みながらおしゃべりした

しています。

に、私の心も満足感で一杯になります。

観察の楽しさを共有する自然観察指導員

思って。

ていくと、自分も幸せな気持ちになります。

り、誰でも出入り自由の
交流スペースとして
開いています。

うになりました。
○やりがい：参加される親子から、私の説明に対する驚きの声が聞かれると嬉しい
です。
また、身近な自然を観察したり調べたりすることで、自然の不思議さ
などを発見したときは、無上の喜びが得られます。
昨年の観察会で植物や昆虫のようすを話す岩田さん（写真右の男性）

桜井地区社協の世代間交流事業は
「植物や昆虫の観察会」
今年の秋も開催予定
岩田さんの案内による自然観察ウォーキングで、昨年は 10 月 10 日
に開催されました。
参加者は栢山を歩きながら、植物や生き物について、実物を見ながら
説明を聞き、その匂いを嗅いだり、手で触れたりしていました。

オープン時間
13:30 〜 16:00
( 火・木曜とも )

「おじいちゃんの描いた絵を見たよ」というような、お孫さんとの
写真は、下府中地区福祉コーディネーターの皆さんです。

そして、それが実際の生活の中で役立っていくと、生活が豊かになると同時

に楽しんでいます。

○きっかけ：コーディネーター会の前会長

会話もはずむそうです。

を考え、それを工夫して作り上げます。

○ひと言：ターゲットバードゴルフも仲間と一緒
○ひと言

ている人と一緒に楽しむ」という共通

作品も常時展示されています。

持てる嬉しい瞬間です。

なく、楽しむこと。課題の文字は季節にあっ

皆さん、「自分は先生ではない、参加され

ガラス張りの「ふらっとマロニエ」には、ミニ教室で制作された

このときは、私の工作を通して、親子や地域がつながっていくという実感が

○心がけていること：上手い、下手では
○心がけていること

る人たちが、運営にかかわるようになりました。

折り紙との出会いは
アメリカで・石川さん

します。

にしています。

できる場所があったら」
ふらっとマロニエは、そんな思いをかなえる場所

○ひ と 言 ：散歩中に出会う人からあいさつされたり、工作の感想をお寄せいただいたり

○やりがい：参加者との会話も楽しみ
○やりがい

友人をつくったり、困っていることを相談

ていることが嬉しいです。
：初参加の人が継続
○心がけていること：初参加の人が継続

好きな書道を活かせればと思って。

立ち寄り、お茶を飲みながら新しい

○やりがい：口コミで参加の輪が増え

・工作を通してつながる地域
・考えて、自分で作ることの楽しさ

問合せ
市社会福祉協議会
℡ 35-4000

途中、自然観察ビンゴと題して、岩田さんからの出題に対して、ビン
ゴをめざして答えるというような企画もありました。
年齢の低いお子さんから高齢の人まで、無理なく歩ける行程で、親子
やご近所さん同士が楽しく交流でき、普段見慣れた風景の中にある植物、
クモや昆虫の種類、生態について詳しく知ることができた機会にもなり
ました。

自然を守る活動、学校活動に介護や家事、
すべて夢中になっているときは、イヤだと思わない
○ひ と 言 ：自然を守る活動のほか、放課後子ども教室で子どもたちに宿題を教え
たりもしています。
一方、家庭は 90 歳代の両親とも同居（奥様は施設入所中）で、父は
農作業にいそしむほど元気です。そのため主な家事の担い手は私ですが、
なかでも料理は楽しいです。
「忙しい、イヤだ、イヤだ」ばかり言っても物事は解決しませんし、何
よりも嫌いじゃないから、好きなことだから苦労を感じたことはありま
せん。
自然に恵まれている栢山を毎日散歩していますが、草花や生き物が豊
富な今の内に、生き物リストを作成したいと思っています。

ホームページは 小田原市社協 で

平成２９年９月１日 第１１４号

どうもありがとうございました
（平成 29 年 5 月１日～ 7 月３１日）

減塩って難しい !!
でも、摂り過ぎたら身体の外へ
今、日本人の３人に１人は高血圧で、年代別にみると 60 歳代以上では、２人に１人が
高血圧を発症する計算になると言われています。
高血圧予防と言えば減塩で、WHO（世界保健機関）では、１日当たりの塩分摂取目標
を５グラム未満としていますが、日本人の食生活で、この目標を達成するのは難しいため、

お名前（敬称略）

金

30,000 円
39,221 円
54,919 円
134,134 円
100,000 円
142,649 円
10,535 円
898 円

小田原ハリストス正教会
磯崎

曻

鈴木智惠子

さがみ信用金庫

小田原遊技場組合

神奈川土建一般労働組合西相支部
そごう西武労働組合小田原支部
匿名（１件）

合

厚生労働省では男性で８グラム、女性で 7 グラム未満という現実的な数値目標を設定して

額

512,356 円

計

います。
（※高血圧症の人は、男女ともに６グラム未満です）
ただ、
「１日に何グラム」と言われても難しいと思いますので、今回は体内の塩分を排出
お名前（敬称略）

しやすくする食品を紹介します。

カリウムが効果的、多く含む食品は？
食べ物で塩分を排出するには、カリウムを含む食品が有効です。カリウムはナトリウム（塩
分）にくっついて尿や汗として体の外に排出する働きをします。

○果 物…アボカド、バナナ、りんご、オレンジ、干し柿
○野 菜…切り干し大根、ほうれん草、ミニトマト
○その他…ひじき、さつまいも、大豆

おススメの調理方法は？
②焼く

③蒸す

④レンジで加熱する

お ひとりさまの か んたん料理

ＯＫ

紙オムツ

㈱湘南ベルマーレ

2017 シーズン・チャリティー・チケット

新玉地区社会福祉協議会

タオル

匿名（１件）

紙オムツ

お名前（敬称略）
有限会社小田原ドライビングスクール
有限会社平井興建
有限会社シンコウ設備
株式会社中央工業

さま」に豊かな食生活を送っていただくことを目

入選レシピから

的に、“手軽に作れる朝食一品メニュー”をテーマ
に料理方法を募集したコンテストです（平成 22

額

30,000 円
16,070 円

4,781 円
50,000 円

株式会社西湘機材
合

「ＯＫグランプリ」は、本協議会が「おひとり

金

12,100 円

匿名（１件）

グランプリ

物

大西洋子・鈴木乙美

株式会社ＪＲＣ

カリウムは水溶性で、茹でると流れ出てしまうため、次の調理法がおすすめです。

①切らずに丸ごと茹でる

品

計

112,951 円

各種寄付金品については、次のように活用させていただいています。
〇ボランティアセンター寄付金…ボランティアグループへの助成や、
車イスなど貸出し用の福祉機器の購入費

から 25 年度にかけて開催）
。今回はその入選レシピから、アボカドを使ったレシピを紹介

〇ボランティアセンター寄付物品…福祉施設などに贈呈

します。

〇交通遺児援護基金…積み立てた利子を交通遺児への見舞金・支度金・
激励金として支給

アボカドとハムのチーズ焼き

考案者：石塚様（市内羽根尾）

① アボカドを二つ割りにし、タネをとり、皮
を除き、５ミリの厚さに切る。
② 焼皿にオリーブオイルを適宜塗り、アボカ
ドとロースハムをずらしながら重ね、ピザ
用ミックスチーズを散らす。
③ あらかじめ温めておいた魚焼きグリル（オー
ブン）に入れて、チーズに焦げ目がついた
ら取り出す。食べる直前黒コショウをふる。
ハムは塩抜きを !!
材 料
分量（１人分）
アボカド
1/ ２コ
ロースハム
２枚
ピザ用ミックスチーズ
適 量
オリーブオイル
適 宜
黒コショウ
適 宜

塩分が多いハムは切ってから、倍の量の沸
騰したお湯に入れます。1 分で火を止めてザ
ルに上げ、水を通してハムを引き締めます。
塩分は７割程抜けて、食感もプリプリした
ものに保てます。

※ご注意ください
塩分を排出する度合いは個人差があります。 また、これらの食品は塩分排出を保証する
ものではありません。疾患をお持ちの方は必ず医師に相談のうえ、医師の指示に従ってく
ださい。

「赤い羽根共同募金」

10 月 1 日から始まります

皆さまからいただいた募金の約 7 ～８割は、小田原の福
祉のために使われています。
例えば… ●高齢者昼食会やサロン運営
●子育てサークルの活動費
●障がい者団体の活動費
●生活困窮者支援 など
今年もご協力をお願いいたします。
共同募金小田原市支会（市社協内）

受講者募集 !!

病院ボランティア講座

病院内で戸惑っている人、困っている人に声をかけ、手
助けをするボランティアを養成する講座です。主に受付け
でのご案内をします。車イスが必要なかたには用意をした
り、検査室等の場所をお伝えしたりと、経験のないかたで
も始めやすいボランティアです。
●日

程

11 月 10 日～ 12 月 8 日の毎週金曜日
10：00 ～ 12：00（全 5 回）
●会 場 おだわら総合医療福祉会館他
●対 象 終了後活動できる人 20 名
●申込み 10 月 2 日～電話で受付（先着順）
☎ 35-4000

小田原市社会福祉協議会

○法人全体
（総務企画・地域福祉・ボランティアセンター等）
TEL ３５−４０００・３５−４００９
FAX ３５−６９０２
○ファミリー・サポート・センター
TEL・FAX とも３５−００５３
○ケアプラン作成（介護保険法）
TEL ３５−８１７０
FAX ３２−４１３９
○ホームヘルパー派遣
（介護保険・障害者総合支援法等）
TEL ３５−８１４３
FAX ３２−４１３９

