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代 表

島田 喜七

新年おめでとうございます。
皆さまは、新しい年をどのように迎えら
れたでしょうか。
２ ０ １ ２ 年を ど のよ う な 年に し てい く
のかを思う時、
去年今年貫く棒の如きもの
という高浜虚子の句を思い浮かべます。
２０１１年３月１１ 日に発生した東日
本大震災と福島原発事故は、被災地住民
の「困難」とともに、私たちの「社会の
ありよう」、
「暮らしのありよう」、そして
私たちの「生き方」について「このまま
でよいのか」を鋭く問うものでした。
この問いに答えよう というメンバーが
集まり「チームたすけあい」を結成し、
「支
援活動を始めました。この活動は、ふれ
あいネットまつどのこれまでを 検証し、
これからを展望することになりました。
２０１２年、ふれあいネットまつどは、
「地域・会員の居場所―コミュニティカ
フェ」を始めます。「貫く棒」は、「地域
の支え合い・助け合い」であり、その輪
を広げることだと思います。
ささやかな実践です が、皆さまのご協
力をお願い申し上げます。

2011 年１１月、被災から復興へ歩む NPO 法人ささえ愛山元
（宮城県山元町）を訪ね、中村怜子理事長と震災からの復興
と“たすけあい活動“の今後を語り合う、島田喜七代表、奥田
義人・佐久間浩子副代表（左より）
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運転協力会員
出席者（敬称略）大條敬郎、奥田義
人、齋藤政夫、佐久間浩子、清水哲
男、中 良夫、中原 勇、林 義雄、
米谷哲二、山本外志子、月井利枝、
石原順二（進行）
石原
どうして移動サービスが必要だった
のでしょうか。
佐久間
ふれあいネットまつどの移動サービ
スは始めからありました。ディサー
ビスに行く人が送迎の範囲外からも
来ていて、朝晩の送迎を会員になっ
ていただき、チケットで送迎する形
で。あの当時は松戸市内とか市外と
かは関係なくやっていました、たし
か８点だと記憶しています。

石原
移動サービスを始めたきっかけをお
聞かせ下さい。
中
昨年の５月から参加させていただい
ていますが、松戸に永年住んで松戸

きっかけ
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でなにか出来ないだろうかと考えて、
ちょっとホームページを探して見ま
した。
清水
お年寄りや子供と関わりを持ちたか
ったので、退職後ヘルパー２級をと
り福祉車両を使わせていただきサー
ビスをしています。
米谷
２００８年の秋、ふれあいネットま
つどと係わりあって入会しました。
運転講習会は大変役にたっています、
マナーを外さないようにと心がけは
するようになりました。
林
きっかけは、会社を辞めてなんかを
やりたいというのは一緒なんですけ
ど、いろいろ探して入った移動サー
ビスは気持良く
やらせていただ
き
いろんな人と接
触が出来て私自
身は心の満足を
得られる仕事で
す。
月井
ヘルパーをやり
ながらの移動サ
ービスは新しい
世界に私が入ろ
うとしている気
持ちです。みな
さまの足を引っ

張らないように出来る限りやりたい
と思います。
齋藤
運転講習をやっていますよと社協で
話があったので講習だけ受けました。
その後、いろんな出会いがありまし
た、引き続きいいお手伝いができれ
ばいいなと思っています。
大條
きっかけは、母の紹介です、病院の
送迎がメインです。
山本
永年勤めていた仕事を辞め、家でボ
ーとしていたのでこんな性格なので
どんな結末になるのか分からずに始
めました、でも意外と合ってるかな
と最近思っています。

こころがけ
石原
移動サービスでのこころがけなどを
お聞かせください。
米谷
きちんと決められたルールはルール
としてなんとか守る。やってみると
そのほうが楽です、決められたこと
に従うということがそれはやっぱり
ふだんの癖にしてしまえば、いいん
であって、癖というのは自分で変え
られると思います。
石原
米谷さん流の対応、
参考になります。
清水
一時停止を心がけています、左に曲

がるときは自転
車に注意してい
ます。
林
一方的にしゃべ
るような事はし
ないで、出た話
に返すようにし
てあげています。
佐久間
１５年間いろい
ろあって、この
間、事故がなか
ったことにみな
さんビックリさ
れます。迎えに
くる人も会員で
顔も見えて、自分の身体状況もわか
ってくださる人が来て下さる、声も
かけてくれるなどで、いくら近くて
も、使う人は増えているという現状
になっているなと思います。
中
自然流でやっていましたから、実際
にやってみると絶対に安心運転はな
いという気がします。スピードの制
限以内できちんと走る、これほど安
全な運転はない。
石原
７９条のステッカーを貼った車や福
祉車両に乗るときは、すこし気持ち
がひきしまります。

米谷 約束の時間にいけなかったこ
とがあります。利用者の自宅近くに
３０分前に着いてしまって車の中で
少し寝てしまった、ふと目が覚めた
ら時間になっていたことがありまし
た。
林
私も、行くのをすっかり忘れて、１
時間も過ぎたりして。
石原
私も同じです。
林
事務所でカバーしてくれるので、利
用者にはあまり迷惑はかかってない
でしょうが。
奥田
以前はもっとあ
りました。今は
担当者が確認を
していますので、
迎えの時間を間
違うという失敗
はほとんどなく
なっています。
中
時間をまちがえ
ないように携帯
電話のアラーム
機能を利用して、
それを実は使っています。
大條
晴れている日でもスモールランプを

えぴそーど
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点けて運転しています。季節の話、
着ている洋服とか話をして車の中の
雰囲気を良くして目的地に着くよう
に心がけてます。

ふれあい
石原
ふれあいネットまつどにひとこと。
米谷
「こうしてあげたい・ああしてあげ
たい」という気持ちを十分反映でき
るようにすべきであろう。たすけあ
い活動の中で臨機応変に、協力者の
立場からすれば、こうしてやれれば
利用者の利益になるという判断を、
協力者の判断に任せてもらえるとい
う部分も必要なんじゃないだろうか。
林
駐車違反の場所で、荷物を運ばせら
れる、他の人が最近やっているから
駐車違反を当たり前のようにやらせ
られたり、いろいろケースバイケー
スが出ています。
奥田
なんでもあり、なんとか手助けして
あげたいという人の気持ちの集まり
だから、やれる事はやってあげたい
これが前提です。ただ、一対一の個
人の関係ならそれで済むが、会にい
ろいろな依頼がきます。この要望に
どう応えるかコーディネーターの苦
心のしどころです。
中原
私は移動サービスが「はりあい」で

す。毎日、明日の予
定を確認してから一
日がはじまる、だか
ら「いきがい」でも
ある。
奥田
危機管理の問題はこ
の場所（北市民セン
ター）で２月２５日
（土）研修会を開催
いたします。個別援
助カード（ＳＯＳカ
ード）をつくろうと
思っています。
中
活動をしながら自分のこともやはり
大事にしたい。
家族も大事にしたい。
そこんところを今年どうしようかと
僕もそろそろ決めなければならない。
清水
ふれあいネットまつどは非常に前向
きというか、事務所の方から夜７時
とか８時とかＦＡＸがくる、体制的
にこれで大丈夫なのかなという感じ
が個人的には思う。これ印象です。
米谷
元気よくこの活動が続けられればい
いなと、思っています。
林
今年も健康でいろんな活動ができれ
ばと思っています。
齋藤
できる範囲を想像して、無理をしな

いで腹八分で押さえいきたいです。
大條
要望なんですけど、会報誌「えがお」
は、協力者の情報が多いので利用者
の情報も載せていただきたい。
中原
歳が歳ですから、引退があってもい
いのかと思う反面、体力的にも気力
的にもまだまだ大丈夫だと思います。
奥田
運転をできなくなっても、こういう
活動ならできますよ、という会員の
声を集めて、今の枠に収まらない活
動スタイルを作り出したいと思って
います。力を入れて２０１２年度の
課題としてやっていきたい。
佐久間
いろいろ感じていたこともあり、そ
ういうことを言われて、なかなかみ
なさん本当に心の中で思っているん
だという事が分かりましたので、こ
ういう機会をまた、持てたらいいな
と思います。
石原
本日は、新春座談会にご参加いただ
き、短い時間でしたが、大変有意義
な座談会でした。今年も健康第一で
頑張りましょう。
みなさんと貴重
なお時間を共有
できたことがな
によりでした。
ありがとうござ
いました。
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①見たい初夢は？
②幼少時代のお正月は、どんなお正月でしたか？
③夢で行きたい旅はどこですか？また、その理由は？
④好きな漢字 １つ書いて下さい。また、その理由は？

西村 泰久さん（２０１０年１０月入会）
①車椅子で色々な所に行ってる
とにかく健康でいる夢
②大晦日に紅白歌合戦を見て、ゆく年くる年でお正月をむかえ、お節料理
を食べながらテレビを見てました。
③ヨーロッパを車椅子で走りたいです。古い町並みを・・・。
④「心」何があっても心が大切です。

安間 正子さん
（２０１１年９月入会）
①宝くじに当たった夢が見たい！
②朝起きると枕元に新しい洋服が用意されていて、そ
れを着るとすぐに兄弟、従姉妹達と馬跳び縄跳びなど、
遊んで過ごしました。
③ヨーロッパ
④「摩」自分の名前に摩の字を使って欲しかったので。
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中田 京さん
（１９９５年５月入会）
①松戸市の税収が増えて歳入の 60%をゆうゆうと
越すほどになりました・・・ほんとに夢です。
②元日は家族で二日は祖父母を訪れて、お年玉をもらいました。
③U.S.A・オハイオからメリーランドへのドライブ。2003 年夏に断念した旅なの
です。相棒がいなくなりかなえられなくなりました。
④「京」親からもらったものの中で最も気に入ってる、私の名前です。

高田 貢さん（２０１１年８月入会）
①松竹梅に囲まれた龍の雄姿
②家が商店街にありましたので、
お飾りも大きく派手で楽しかったです。
③おとぎ話の竜宮城。辰と亀で符合しますので。
④「松」松戸の松です。また、「松は男の立姿」
とも唄われますから。

島田 喜七さん（２０００年８月入会）
①４～５回かけてゆっくりと田舎に行きたい。
長野県の栄村を改めて見たい。
今年は東日本大震災で大変な年でしたが、栄村も大変でした。
②雪と遊んで（スキー・ソリ）坂道で滑って大人の人に怒られまし
た。
薄暗くなって友達とサヨナラしても自分の家の入口の道でまだ、遊
んでいました。
③沖縄。 旧友・古友に会って話したい。2 人いるので
④「和」 ２０１１年の字は「絆」。それも「和」が必要で、世の
中色々と「和」が大切ですね。
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倉持 登美さん（２００８年７月入会）
①亡き主人が夢の中に出てきてほしい。
②太平洋戦争の為、食料難の時で、お正月気分は全
然ありませんでした。
でも、我が家は９人家族でしたので、お皿を９枚並
べて、皆の前で母親が全部平等に分けてもらって食
べた懐かしい思い出として残っています。
③特になし
④「笑」家族一同皆仲良くおつきあいできる様に

石瀬 満さん（２００７年８月入会）
①100 歳まで「元気に（生）を楽しみ、彼の地へ旅立った（PPK）」で！！
②年末（１２/２８or２９日）に「玄関の間に臼と杵」持ち出し、家族全員（父・母と男
兄弟５人）にて 餅つきをしました。年の数だけ「杵にて餅を打つ」決まりでした。元
旦・七草のおりには、其のお餅を年の数だけ（小さくして）食べました。勿論、鏡開き
には「お餅入りのぜんざい」を頂くのが最大の楽しみでした。ちょこっと（お年玉）を
も貰った。
③「極楽・地獄の世界を出入り」してみたいですね！！
この世の中（今生きている世界が極楽で有り、地獄でしょうか！！）
④「空（くう）」 （色即是空・空即是色）の「空」です。此の「空論」が、私の人生
．
の根本でしょうか！！ 別の言い方をすると「因縁果応報」でしょうか！！

細嶋 千広さん（２０１０年４月入会）
①お金持ちになった自分
②埼玉に住んでいるおばあちゃんちに 2，3 日過ごし、おいしいお節を食べたことでした。
お節料理はおいしいものばかりでしたが、酢だこだけは食べられませんでした。
③ほとんどないブルートレインに乗って、長旅をしたい。技術の進歩で廃止していくブルートレイン。乗る前に廃止になりそうだ。
④「鯉」 滝を登れば辰になれる。 登竜門のようにふれあいネットまつどとともに進化していけるだろうか？
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ふれあいネットまつどでは、「困ったときはお互いさまのたすけあ
い活動」の一環として東日本大震災支援活動に取り組んでいます。5

月から毎月 1 回、ひびき工業団地仮設住宅（250 戸/宮城県東松島市）
で、仮設居住者の閉じこもり防止とコミュニティ形成をお手伝いする

ことを目的に、オープンカフェ「パラソル喫茶」を開催してきました。
同自治会役員でもある三浦慶子さんとパラソルコーディネーターの
牧野史子さんに、新年に寄せる手紙を書いていただきました。

三 浦 慶 子

宮城県東松島市内響
ひびき工業団地仮設住宅

神様はどういう命の振り分けを？
思えばあの３月１１日。どういう命の振り分けを神様はし
てくれたのでしょうか？今でも私自身、生かされて良かった
のかしら？と思えてなりません。幸いにも私の家族は散り散
りバラバラに逃げて全員無事でした。私自身は会社食堂２階
の屋根の上に、同僚百五十人位と雪の降る中濡れに体を寄せ
合い、励ましの言葉を言い合い頑張りました。

12 月 4 日（日）、竹内恵里さんらの

「編みあみの会」からのミトン（手

袋）贈呈式で三浦慶子さん（右端）

自分は生かされたんだ。前だけをみよう

夜中に津波が納まって来た後二階の水浸しの部屋に戻り次の
日夜明けを待ち歩いて避難所を探し、小学校二階の図書館にたど
り着きました。その夜は真っ暗な中、赤十字の毛布一枚もらい、
のり巻の様にして中に体を入れ眠り着きましたが、お腹は空いて
いるし、体は濡れて着替えがないので、自分の体温で衣類を乾か
さなければなりませんでした。でも、よく風を引かなかったと思
っています。眠れずに考えた事は「自分は生かされたんだ」とう
ことしか頭になく、これから先はどうなるのだろう？どうすれば
いいのだろうという不安はいっぱいありましたが、どうせすべて
失ったのだから後は振り返らず常に前のみ、みて行こうと心に決
めて・・・

頑張ろうとは考えず、「
生きて行こう」

一生懸命頑張ろうということは考えず（この歳で頑張れるには
限りがある）生きていこうと思っております。振り返ると自分の
感謝を素直に出せる様になったのは三か月位前からです。人の話
を聞いてもテレビを見ても色のない白黒の絵のような日々でし
た。でも、今はもちろん全然違います。

支援のみなさんと心の交流を持ち続け

松戸のみなさんを始め、全国のみなさんのご支援を受けている
のですから、皆さん方もそれぞれ仕事や生活がおありなのに、見
ず知らずの私たちの為に遠い所から一生懸命応援して下さる。自
分もそれにむくいないと、明るく一歩でも前に進もうと心に決め
ております。どうぞこれからもさらに、共に心の交流を持ち続け、
気張らず、自然体で進んでいけたらいいなと思っております。

最後に。いつも遠くから御支援下さいましてありがとうござい
ます。紙面をお借りして、ありきたりの言葉ですが、感謝の気持
ちを述べさせて頂きます。

広げようみんなの輪・みんなの笑顔
（７）2012 年（平成 24）年 1 月 1 日（日）

「ひびき地域食堂」を適宜開催して
いく、必要に応じて（器材や資金な

護／居宅支援事業所／小金原

ＮＰＯ法人市民福祉団体
全国協議会
常務理事

通所介護／訪問看護／訪問介

牧 野 史 子

併設施設：介護老人保健施設／

パラソルコーディネータ

受診・入院等のお問い合わせは相談室までご連絡ください

ど）我々は応援させていただくこと
になりました。さらに今後は活動後

松戸市栗ヶ沢 789-10 TEL047-385-5566

６月からは、ひびき工業団地仮設住 に毎回役員さん達と話し合いの場
宅（２５０戸）に場を移し、集会所で を持っていきます。このような協働
はな く住宅の通路 にてパラソ ルを 拡 の関係になれましたのもみなさん

http://www.yayoikai.or.jp

げ、軽食やお菓子を持参、住民の方々 の地道な応援があってのことと思
にひとときの交流とやすらぎの場を提 います。

旭神経内科リハビリテーション病院

供し、時には食事や喫茶とともに美容
これからは、雇用も含め、地元の
室やミニコンサート、衣類・陶器市な 経済復興が第一です。浜の方では民

応援団としてエールを送り続けて
いきたいと思っています。今後とも

ども併設し多くの方々に親しまれ、８ 宿も次々再オープンしたようです。
か月間の継続支援によりみなさんとも これからはぜひ民宿に泊まり「ひび
信頼関係を築くことができました。
き地域食堂」に出かけ、引き続き

パラソルからコミュニティ食堂へ

変わらぬ支援をどうぞよろしくお
今東松島市内の仮設住宅（約２０か 願いいたします。
所）では、ほとんど自治会が組織され、
少しずつ「自分達の力でたすけあって
コミュニティを作ろう」と努力が始ま
っています。先日のイベント終了後の
役員さん達との懇談の中でも、住民同
士の交流が進んできたこと、在宅被災
者を含め地域全体でたすけあっていこ
うと動きはじめていること、役員会は
できたがまだまだ活動は始まったばか
りで資金や車がないこと（おひさまク
ラブより貸与することになりました。
）
などの状況が聞かれました。そこで、
今年からの活動は、住民のみなさんと

地区在宅介護支援センター

パラソルは、交流と安らぎの場
この「パラソル喫茶」活動は、２０
１１年５月より東松島市内の避難所
だった小野公民館前から産声を上げ
ました。
「ふれあいネットまつど」さんに
は、当初から今まで毎月欠かさず組織
をあげて現地に通い続けていただき、
被災地の住民のみなさまに大きな支
援活動を展開していただきました。ま
つどさんの思いとパワーは目をみは
るものがありました。
関係者のみなさまにこの場をお借
りして御礼申し上げます。また「あっ
たかじゅうたんを贈ろう」プロジェク
トの折も即座に対応いただき、多くの
方々にご支援をいただけたこと、重ね
て感謝いたします。

医療法人社団弥生会

午前の部は「えがお

2012（平成 24）年 1 月 1 日（日）
広げようみんなの輪・みんなの笑顔
（８）

米谷 哲二
２００８年入会１１月入会

私は一九三九（昭
十四）年五月にこの
世に生を受け、五才
まで荒川区の尾久で
育ちました。一九四
三年ころから頻繁に
襲ってきた東京への
空襲を避けるために
両親は馬橋に疎開。
一時疎開のつもりが、
三月十日の東京大空
襲に続く四月二五日
の空襲で尾久の町は
跡かたもなく燃えつ
くされ、帰るに帰れ
なくなってしまって
そのまま馬橋に住み
暮らすことになった
わけです。
三月十日未明の東
京大空襲の時は母が
わざわざ起こしてく

れて、大空襲の様を見せてくれました。
頭上には引っ切りなしにアメリカの
Ｂ２９がピカピカの胴体を煌めかせ
て東京へ向けて飛んでいき、江戸川の
堤の向う側が一面の火の海で真っ赤
に燃え、時折落とされる照明弾がキラ
キラと光って落ちていくのが良く見
えました。そのときは子ども心に、た
んにきれいだなと思ったことが印象
として今も残っています。その後、終
戦という日本の大きな転換点を経験
したはずですが、そのことは私の記憶
にはまったくと言っていいほどあり
ません。翌四六年四月には馬橋小学校
に入学しましたが、豊かな自然が溢れ
る馬橋で小学生時代を送る事が出来
たのは本当に幸せなことでした。常磐
線の西側は、はるか江戸川の堤まで見
渡す限り早稲田が続いていて、馬橋小
学校はその中にポツンと建っており、
秋の実りのころには、この田に入って
イナゴ取りを学校ぐるみで行い、それ
を売って教材費の足しにしたと言わ
れました。
常磐線は今でこそ戦後の複々線に
なっていますが、当時は複線で６０年
代頃までは蒸気機関車がチョコレー
ト色の客車を引っ張って行き来して
いました。戦後の私の少年時代は、物
も食べ物もおよそ必要なものは何も
ない文字通り欠乏時代そのものでし
たから、正月だからと言って特別なも
のを着たり食べたりした記憶はまっ

たくありません。ただ、この時代の馬
橋はもっと寒かったし、夜空には恐ろ
しいほどの今にも降って来そうな満
天の星空がありました。

岡田 とみ子
２００１年１２月入会

もういくつ寝るとお正月 いにし
えの昔の遊びを思い出し、お正月に
は、たこあげて、こまを回して、追
羽根ついて遊びます。近所の子ども
だちが集まり遊んだ事、霞か雲かの
中によみがえってきます。ふる里は
牛久市奥原町、ちょっと山の中のん
びりと自然の中で暮らしていまいし
た。家は４世代で暮らす昔の家でし
た。祖々母の話を聞くのが楽しみで
した。「バーヤは１４歳で嫁にきたん
だ。
石岡の野寺という所で生まれた。
馬に乗って、長持を持ってきた。そ
こで祝宴を上げたのだよ。慶応３年
に生まれた。仏様は大好きでな、法
話を聞き参拝は京都まで歩いていく。
帰って来るまでは４０日以上もかか
る。ありがたい、ありがたい」が口
ぐせでした。
この続きは、
また今度。

牛 久

馬 橋

東平賀７番地 編集局

新年あけましておめでとうござい
ます。今もあの日の出来事を思い起
こしています。「３・１１東日本大
震災」は６４年間の私の人生で強烈
な体験でした■あの時、支援で訪れ
た仙台市内の中心街は、スーパーや
ショッピングーが閉店したままの
状態で、移動中の道路は亀裂のあと
が痛々しく強烈な印象でした■そ
れでも、あの時支援に入った介護施
設の窓からは、桜の花が満開に咲
き、周辺の民家の瓦屋根に張られた
青いビニールシートとのバランス
が印象的でした■移動中の車から
は、
「桜の木になろう」の歌がラジ
オから流れ、あの歌の学校と被災地
の学校が重なり不思議な気持ちで
した■昨年度の言葉は「幸せ」「笑
顔」など幸せを表す言葉が多く取り
上げられました、次いで平和や安
定、印象度では「野田佳彦」「なで
しこ」などでした。そして京都の清
水寺で発表された言葉は「絆」■た
すけあいの会ふれあいネットまつ
ども会員相互の絆や笑顔が絶えな
いように、この会報誌「えがお」で

繋げられればいいなと思います。
編集局 赤とんぼ

