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・
「小田原城のお堀と桜」

小田原市社協イメージキャラクター
「夢・咲き福ちゃん」
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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。
小田原市社協

編集発行
小田原市社会福祉協議会広報編集委員会

子どもとの

家庭で抱える問題が複雑・深刻化し、地域
のつながりも希薄化するなかで、安心して
過ごせる居場所がなく、孤立してしまう子

交流の場をつくる

仕掛け人 たち

どもも少なくありません。
子ども達が、未来への希望を持ち、これか
らの社会を生き抜く力を育むことのできる
環境を整えることが必要です。
本号では、「地域ぐるみでかかわる子育て」
「栄養バランスのとれた食事」「安心して過
ごせる居場所」「それぞれの子どもに寄り
添った学習支援」などといったことをテー
マに、子どもとの交流の場づくりを展開す
る皆さんを紹介します。

〒
小田原市久野１１５―２
250-0055
(
４
) ０００
ファックス０４６５
(
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お店を子ども達の社交場にする駄菓子屋店長

足柄地区自治会連合会
会長

駄菓子・文具店「くろやなぎ」

柳下 登さん

テレビで目にした「子
ども食堂」の取り組み
に惹かれ、子ども達が
地域の一員として育つ
こ と が で き る よ う に、
地区社会福祉協議会活
動の位置づけで「まち
だっこ食堂」を立ち上
げた自治会長

子どもに餅つきを体験させる
柳下さん

惣菜を心の癒しにする料理人

店長

家庭の事情で、しばらく閉まっていた店のシャッターを開けたと
き、
「お店をやめないで」という小学生の声に後押しされ、再開す
ることを決心した、子ども達から慕われる駄菓子屋のお兄さん

お寺の客殿を地域交流の場にする副住職

６
) ９０２

ポンデケージョ＆シフォンケーキ
「グリット」
代表

伊藤勇作さん

Ｅメール

惣菜を受け取りに来られた親子
と記念写真を撮るサンタクロー
ス姿の伊藤さん

蓮華寺
副住職

羽田鳳竜さん

「寺も地域の人と一緒に活動していく時代」という思いで、蓮華寺
の客殿を開放。より多くの交流の場にと、「学びやはちす」を企画
した副住職

お守り作りのコーナーで︑
参加した子ども達に指導
をする羽田さん

odawarashakyou@ybb.ne.jp

「 小 さ な こ と で も、 で
きることを」という思
いから、手作り惣菜を
配る子ども食堂「まん
まるほっぺ」を立ち上
げた料理人

黒栁貴雅さん

店頭で親子のツーショット
左が貴雅さん︑右は父親で店主の
典礼 の
( りひろ さ
)ん

電話０４６５
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地域住民を顔見知りにする自治会長

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

令和４年３月１日 第１３２号

柳下さんが
仕掛ける

まちだっこ食堂

１月と８月を除く毎月第２土曜の昼に、今井公民館で開催して
いる子ども食堂です。
子ども達は無料で昼食を食べるだけではなく、公民館などで遊
んで過ごすため、次のようなルールも決めています。
●楽しく遊んで、食べましょう。
●「まちだっこ食堂」をしている大人の人たちと仲良くしま
しょう。
●上の子は、下の子のめんどうをみましょう。など
※コロナ禍での運営は、遊ぶ場は無くして、食事もテイクアウ
ト方式です。状況によっては休止することもあります。

柳下 登さんの思い

くろやなぎ

黒栁さんが 駄菓子・文具店
仕掛ける

● まちだっこ食堂会場
今井公民館（寿町 5-16-19）
● 問い合わせ
柳下 登さん（☎ 34-0753）

つながっている人
柳下さんの思いに賛同した自治会婦人部の皆さんの積極的な協
力があって開催できた「まちだっこ食堂」

学校帰りに宿題をしたり、友達同士でしゃべったり、時には来
店した地域のお年寄りと仲良くなったり、みんなが自然と交流
できるテーブル

黒栁貴雅さんの思い

子ども達のなかには、学校や家庭では相談しづら

参加した子が中・高校生になったら、子ども達の

い、ちょっとした悩み事を打ち明けてくれる子も

遊び相手のボランティアとして参加してもらえる

います。

ような、タテのつながりができたらと思います。

自分が信頼され伝えてくれた一言かもしれないの

人の笑顔は自分の喜び

で、一緒に向き合っていくように心がけています。

活動を通して友達、知り合いができることが財産。 昨年 12 月に開催した「つきたて餅のテイクアウト」に
活動によって、人が笑顔になれることが、自分の ボランティアとして参加した市職員や学生に餅のつき

こが、いろいろな世代にとっての交差点になって

駄菓子を通しての子どもと大人の交流もあり、こ

方を指導する柳下さん

まんまるほっぺ こども食堂
● 問い合わせ
伊藤勇作さん
（☎ 090-8746-8066）

つながっている人
6 人の主要メンバーで運営、ボランティアは 13 人程度、写真中央

昨年 12 月に配られた「お惣菜セット」
「お惣菜セット」

小学生から大学生までの異年齢グループが、日常では
どもの社会性を養うことを目的とした事業（平成 21 〜
28 年度開催）
写真は「おだわら 21 世紀少年」の子ども達がプレイパー
ク（pp@seisho）で「ドラム缶風呂」を満喫する様子

羽田さんが
仕掛ける

● まんまるほっぺ会場
なりわい交流館（本町 3-6-23）

sarada33faniria

くれたら嬉しいです。

おだわら 21 世紀少年
経験できないことにチャレンジすることを通して、子

40 年ほど前に地域の体育部長になったことをきっかけに、子ども会長なども務める。
58 歳で勤めていた会社を早期退職後、地域の諸団体の役職を歴任し、介護事業所と一
緒に高齢者向けサロンの立ち上げにも携わる。

伊藤勇作さんの思い

※店内に掲示されているメッセージから引用（一部省略）

子どもたちが地域とつながったら

プロフィール

第４木曜の夕方、
なりわい交流館で
「お惣菜セット」を
無料でお配りして
います。
親子で訪れる人も
多く、子どもは折
り紙などで遊んだ
り、親はスタッフ
との交流を楽しん
だりしています。

みんなをつなぐテーブル

駄菓子は世代交流の潤滑油

喜びにもなっています。

伊藤さんが
仕掛ける

ここは、子どもも大人も関係なく、集まる人たちが自分らしく、
● くろやなぎ（曽比 1961）
明るく楽しく気楽に過ごしてもらいたい場所です。
みんなの思いやりがあふれる場所は、気がつくと楽しい場所、ホッ ● 問い合わせ
とする場所、ついつい時間を忘れられる場所、みんなの居場所に
黒栁貴雅さん
なっていくと思っています。
( お店☎ 36-0327）
「なんか、ここって良いよね！」と思ってくれたみんな !!
( 携帯☎ 090-7842-1374）
これからも「くろやなぎ」が気持ち良く過ごせて、また帰ってき
たいと思える場所になるように、みんなの力を貸してください。

のお子さんもボランティアスタッフで、みんなのアイドル的存在

学習支援や遊びの場の提
供を通して、地域の子ど
も達の居場所づくりをす
る事業で、昨年 12 月に
開催されました。
回覧の一部を右に掲載し
ましたが、地域で回覧さ
れてから間もなく、申し
込み定員の 30 人に達し
たという人気ぶりでした。

客殿で普段行われている教室
・ヨガ教室（毎週火曜日）
・和太鼓 Fit（毎週水曜日）
・ロボットプログラミング教室
（主に土・日曜日）

つながっている人
学習支援は小学校教諭や学習塾講師、駄菓子コーナーは本
ページ上段で紹介の黒栁さん、全体の運営は上府中地区
まちづくり委員会の皆さんが協力

入れ、来てくれた人が気持ちよく帰れるという場
所を目指したいです。

も続けられたらと思っています。

地域のため、小田原市のために企業と一緒に何か

大人になったときに思い出せる味

できるようなことがあればと模索しています。ま
た、「大人の勉強会」など、男性が興味を持ちそ

子どもの頃に食べた、親の手作り料理の記憶。

プロフィール

● 問い合わせ
羽田鳳竜さん（☎ 42-2540）

思いやり、気づかい、おかげさまの気持ちで受け

食材の寄付も豊富にいただいているので、細く長く何年

作りの惣菜」の提供をしたいです。

● 蓮華寺（千代 815-1）

「大人の勉強会」といった企画も

楽しい活動で、いろいろな人とつながっています。

む力になることがあります。幸せなことにつながる「手

学生時代は、小田原市社協主催事業「おだわら 21 世紀少年」
のリーダーとして活躍。その後、東京都内で学童保育の支援員
などを務めた後に家業を継ぐ。現在は、子どもの自主性を大切
にした自由な遊び場づくりをする pp@seisho（プレイパークを
つくる会 @ 西湘）の代表も務める。

学びや はちす

細く長く何年も

人生の岐路にたったとき、その味を思い出して、前に進

プロフィール

うな企画にも取り組んでみたいです。

インスタグラムで知り、見学に来た学生
さん ( 写真右 ) が寄付を持参、更にはボ
ランティアとしての登録も

高校卒業以来、料理一筋。地元の人に喜んでいただけるものを提供したいとの思いで、1990 年に
独立。手掛けた料理のジャンルは豊富で、特にフランスのパリではジビエ料理の修行も積んだ。

プロフィール
宿題コーナーで子どもに教えている男性は、ロ
ボットプログラミング教室でも講師をしている
高橋さん

函館市生まれ、10 歳から小田原市で育つ。高校まではスポーツに
いそしむ。大学卒業後、千葉県内の寺院で約 6 年間奉職、平成 22
年春から蓮華寺に勤務し現在に至る。

羽田鳳竜さんの思い

ホームページは 小田原市社協 で

福 ち ゃ ん の

知っておくと

令和４年３月１日 第１３２号

い い ね

！

どうもありがとうございました
（令和３年１１月１日～令和４年１月３１日）

お名前（敬称略）

市社協からのご案内

小澤

磯崎

金

曻

鈴木智惠子

株式会社ユニバーサル技研

いま、この時期だから、できること
入園入学用の布製袋物作りの支援

三菱ケミカル労働組合神奈川支部
匿名（４件）

合

本会登録のボランティアさんは、これ

501,085 円

計

お名前（敬称略）

品

まで地域でさまざまな活動をしてきま

高田雪代

手芸用品

したが、今回のコロナ禍で活躍の場も

入谷津自治会

非常食

小田原・足柄地域労働者福祉協議会

減っています。そこで、昨年に引き続

見上由美子

き、自宅でもできるボランティア活動

穴沢建郎

地域包括支援センターはくさん

としての「物作り」と、製作した物を

報徳食品支援センター

必要な人にお使いいただく「ご支援」

落合優美

を計画しました。
お子さんの入園入学に必要な布製の袋

窪田

食料品

手作り小物
日用品
ポーチ
衣類用洗剤
紙オムツ

中央労働金庫小田原支店推進幹事会
和

物作りにつ いて、地区 のボランテ ィアさんを 中心にお声 掛けをした ところ、
50 人ほどの人から製作や布地の提供にご協力をいただきました。

物

食料品

島野慶子・山本優子
市川雅子

額

50,000 円
40,421 円
29,738 円
300,000 円
20,926 円
60,000 円

仁

匿名（9 件）

出来上がった袋物セットについては、母子寡婦福祉会や福祉施設などを通し

日用品・食料品
米

座布団
浴衣・衣類・タオル・オムツ
ランドセル
電子レンジ
オーブントースター
漂白剤・洗剤
ポケットティッシュ・マスク

て、必要な人にお渡ししていますが、本
紙をご覧の方に、その一部をお分けする
ことにしました。

お名前（敬称略）
小澤

匿名（２件）
合

1セ

０ ０円
ット ５

で

この袋物セットをお分けします
レッスンバッグ、お着替え袋（巾着型）、上履き入れの３点セットです。

【お分けできる対象者】
「子どもの入園入学が決まったけれど、忙しくて作る時間がない」などの
理由で、３点セットの準備に困っている人
市内在住・在勤で小田原市社協まで受け取りに来られる人

【お分けするセット数・お渡し方法など】
３０セット（手作りのため、お渡しする色や柄は写真と異なります）
●申

込

方

法

3 月 10 日（木）まで
電話でお申し込みください。

●お渡しする期間 3 月 17 日（木）から
材料費として 500 円を
いただきます。
申し込み多数の場合は、本会
で抽選をさせていただき、当
選者に連絡します。
申し込み・問い合わせ

☎ 35-4000

土日、祝日を除く
8：30 〜 17：15

計

お名前（敬称略）
小澤

金

額

50,000 円
102,000 円

仁

金

額

50,000 円
40,480 円
45,000 円

仁

小田原スポーツ合気道教室
匿名（２件）

合

152,000 円

計

135,480 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の活動を支援するための経費を助成
貸出用の車イスやイベント機器の購入・維持経費
〇ボランティアセンター寄付物品
必要としている住民の皆様や福祉施設・団体に贈呈
〇市民福祉基金
地域で実施される活動を進めるための経費として活用
〇交通遺児援護基金
登録された交通遺児へ支度金や激励金などを贈呈

小田原市社会福祉協議会

おだわら総合医療福祉会館１階
〒250-0055 小田原市久野 115-2

交通アクセス

●バスご利用の場合
（小田原駅西口から約 10 分）
久野車庫行き又は
兎河原循環に乗車
～市立病院前下車
●徒歩の場合
小田原駅から約 20 分
足柄、井細田駅から約 10 分

○法人全体（地域福祉・ボランティアセンター・権利擁護関係等各種事業／総務企画）
TEL ３５−４０００ FAX ３５−６９０２
○福祉まるごと相談事業
TEL ３５−４０２０ FAX ３５−６９０２
○ケアプラン作成
TEL ３５−８１７０ FAX ３２−４１３９
○ホームヘルパー派遣
TEL ３５−８１４３ FAX ３２−４１３９

