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コロナ禍を乗り越えて、
地域共生社会実現に向け、一緒に前に進みましょう！

● 2021年

人生100年時代 共生社会の生き方情報誌

月号 ●

8

8

共生社会をつくる地域包括ケア

令和 年 月 日発行
︵毎月１回 日発行︶

さぁ︑言おう

いきが
がい・助
い・助 け 合 い
サミット iin
n 神奈川
〜生活を支え合う仕組みと実践〜

3

10 8

いよいよ開催です！

10

通巻 号

336

発行人 清水肇子
発行元 公益財団法人さわやか福祉財団
東京都港区芝公園2︲6︲8
日本女子会館７階

〒105
-0011

01

開催
場所
開催
形式
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９月1日（水）・２日（木）

パシフィコ横浜

（横浜市西区みなとみらい1-1-1）

会場参加 および
オンライン視聴
● 全体シンポジウム

主な
内容

「幸せな人生と社会に不可欠ないきがいと助け合い」

● 分科会：第１部から第３部まで34分科会
● ポスターセッション
● 全体発表会 など

人生１００年時代の
新しい
いきがい・助け合い社会を
みんなで考え、
発信します！

さわやか福祉財団
2019年「いきがい･助け合いサミット in 大阪」の様子
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身体のいたるところにガタがきた︒

思恩忌 夏を
執り行いました

ひと 新

りごと

大森 彌

生者必滅の理︒終活を急ごう︒

これまで縁あって多くの人びとの知己を得た︒

人は一人で生きていないし生きられない︑としみじみ思う︒

生者共生の理︒

助け合いを
広げよう！

●東京大学名誉教授

1940年東京生まれ。専門は行政学・地方自治
論。介護保険制度の創設と運用にかかわる。
近著に『老いを拓く社会システム』。現在、
成年後見制度利用促進専門家会議委員長。

これまで当財団の理念と活動に共感いただき、遺贈ご寄付をお寄
せくださった皆様、また、財団の活動を支えてくださった方々を偲
び、７月14〜16日に思恩忌
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夏を執り行いました。

思恩忌は毎年、東京のお盆であるこの時期に行ってきました。今
年は、３月のブロック全国協働戦略会議の場で「思恩忌 春」を行
い、今回は「思恩忌 夏」として財団事務所前に祭壇を設え、会長、
理事長、職員一同で、故人の皆様のご冥福をお祈りしました。
ご遺志にしっかりと報いるよう、今後も財団全員が一丸となって、
地域共生社会づくりに向けて活動を進めてまいります。

21/07/30 14:29
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新しいふれあい社会 実現への道

地域で考える心のレガシーとは

さわやか福祉財団 理事長 清水 肇子

「レガシー」という言葉は、今では当たり前に目にするようになった。通常は「遺産」と訳さ
れているが、どうも記事などを読む度にこの和訳が今ひとつしっくりとこない。

当財団では、ワークショップなどで、「目指す地域像」が大切とお伝えしているが、どんな

未来にしたいか、そこに向けて何があって何が足りないかを考えていこうというもので、ある

種通じるものがある。なかなかひと言で表現しづらいレガシーというこの言葉の意味を、地域
づくり・共生社会づくりの観点から少し考えてみたい。

コロナの感染拡大が止まらず、賛否両論ある中で東京オリンピックが開幕した。本誌が皆さ

んのお手許に届くころには、閉幕を迎え、余程の緊急事態でなければ、次の東京パラリンピッ
クに向けた準備があわただしくすすめられていることだろう。

今回の東京2020大会では、違いを認め合う多様性と調和の重要性がうたわれ、共生社会

をはぐくむ契機となる大会を目指すとしている。まさにこれをレガシーにしたいとの報道がよ

く見られる。ここでいうレガシーとは、未来につなぐ理念であり、開催によって生まれる成果
であり、そこに向かう人の行動自体を指すものだ。
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特に障がいを持つトップアスリートの祭典である東京パラリンピックは、「互いに認め合い、

助け合う共生社会を目指すことを世界に伝える」場そのものだ。開催によって多様性や共生の

理解が大きくすすむことが期待されるし、その意味で、大会が開催される意味はとても大きい。

とはいえ、一方で、「負のレガシー」という言い方でも取り上げられる。否定的な要素が残

されてしまうという意味で、たとえば大会を開催することで、コロナ感染が爆発的に広がって

しまっては大変なことだし、巨額を投下した豪奢な建物がその後お荷物になってしまった、と

いうのも過去目にしたケースだ。また、残念ながら今回の東京オリンピックでは、従来の大会

にも増して誹謗中傷する言動が多いと感じる。ＳＮＳの普及とその匿名性が大きな要因の一つ

だろうが、そもそも世界各国で排他的ナショナリズムが広がりつつある。多様性や共生とは真

逆の負のレガシーを生み出してしまったといった汚点は絶対に避けなければならない。

レガシーとは、細かくいえば、「肯定的なもの・否定的なもの」「有形・無形」「事前に計

画したもの・偶発的なもの」の つの軸があるとされている。これまで日本では、建造物や商

品など目に見える「物」のイメージが強かったが、 世紀の今、ようやく心・無償財としての
レガシーの幅広い概念が浸透し始めたといえるだろう。

地域づくりにおけるレガシーとは、将来に向けて残していきたい地域の大切なものであり、

そこにはハードだけでなく、住民みなでやっていこうという意識の変化や、そうして皆で集ま

って計画して生まれた成果、そうした交流を広げようというその過程そのものも含まれる。

様々な課題と困難に見舞われたオリンピック・パラリンピックを経たからこそ、人と人との
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つながり合いが何よりも大切だというレガシーを皆で伝えていきたい。

2021.8

3
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寄稿

周年を迎えるさわやか福祉財団の軌跡を、人を

さわやか福祉財団 編集部・大岡 朋子

新たな活躍の場でいきいき

今秋

中心にしながらご紹介するシリーズの第5回です。シニ
アの社会参加が注目されていますが、当財団では創立当
初から多くの皆さんにボランティア参加してもらってい
ます。そんな当時を振り返ってみます。

できますか？」

名ほど。狭い事務

所で、五十嵐純事務局長（当時）が受話器に向

1992年。所員はまだ
「ここはいわゆる会社とは違う市民団体ですの

かって何やら答えている。電話を切り終わった

企業ＯＢの市民団体での心構えとは？

で、自分のことは自分で。机の掃除当番なども

5

30
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企業時代の経験と人脈を生かす

30

あと、「やっぱり一発だね」と、こちらを向い

うだった。

も多く、自分も働きたいという連絡も時折届い

し出をいただいた。定年前後の男性からの反響

全国から本当に多くのありがたいご支援のお申

と堀田力現会長のことがよく報道されており、

当時、「ロッキード検事が福祉の道へ転身」

から難しいと判断した上での、電話でのさりげ

できるかどうかを試す問いだ。冒頭の主は最初

試験紙で、企業時代に慣れた上下関係から脱却

っ越しの片付けもする。これはいわばリトマス

が、何かあれば、皆で率先して掃除もすれば引

などはなく自分のことは自分でやるのが基本だ

ちなみに、当時も今も、財団に机の掃除当番

た。こちらは一介の市民団体で、経験や実績に

ないお断りの言葉だったのだろう。

てニコッと笑った。

見合う給料は支払えないからだいたい立ち消え

年にも満たない頃。

小さな小さな組織だったが、大きな夢を持って

団体を立ち上げてまだ

れる人も中にはいる。本当にありがたいことな

いるからこそ、キャリアや経験はもとより、何

になるが、それでも構わないとおっしゃってく
のだが、実はそれだけでもだめで、それが冒頭

よりも新しい挑戦に向けて「一緒にやりたい」

という気概を持った仲間を私たちは求めていた。

の会話につながる。
企業を定年退職した男性が市民活動団体に参

集まってきてくれた人たちは
皆ふれあい社会に共感があればこそ

「お金はないけれど活動を広げるために良い人

21/08/03 10:18
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加する場合、仕事であれボランティアであれ、
企業時代の上下関係の意識のままではまったく
うまくいかない。面談してみると明らかに合わ
ながら、「机の掃除当番もあります、とでも言

材はどんどん欲しい」。 そんな欲張りな思いが、

ないとわかる人も多かった。そんな悩みを聞き
ってみては？」と、話していたことを試したよ

2021.8

5

1

広〟を脱ぎ捨てて、新しいふれあい社会づくり

しかし何と現実に叶った。企業時代の〝心の背

国の知事・首長にも果敢にアポを入れて財団の

れた。特筆すべきはその行動力。面識のない全

ボランティア活動普及の働きかけを担当してく

理念や助け合いの大切さを説いて回り、そこで

を一緒に進めたいという情熱を持って、ボラン
ティアで関わってくれる皆さんが、一人、また

得た自治体の考え方や動きを職員にレポートし

また、シニアの社会参加を働きかけるネット

一人と飛び込んできてくれたのだ。今に至るま
ンティアの皆さんの多大な貢献が欠かせない。

ワーク「高齢社会ＮＧＯ連携協議会」（高連協。

てくれた。

全ての方々の思いや取り組みを紹介するのは

現共同代表・樋口恵子氏、堀田力）立ち上げと

で同様で、当財団の事業運営には企業ＯＢボラ

残念ながら誌面に限りがあり難しいため、本稿

事業推進にも奔走。当財団では2000年の介

民後見人の普及を高連協と連携して強力に進め

年後見制度の推進を働きかけていたが、特に市

護保険制度のスタート時に、同時に発足した成

年程までの

では、1991年の財団創立から

時期に主に焦点を当てて、どんな役割を担って
くれたのかをご紹介してみよう。
＊

てきた。その担当が和久井さんであり、当財団

＊

創立以来の主要事業の一つとして進めてきて

の理事・渉外代表としても長く活躍していただ

＊

いる働く人やシニアの社会参加の推進。その当

いた。地元で「市民後見人の会」を仲間と共に

を実践中だ。

歳になる今も、地域づ

くりの動向に目を向け、地元でできる社会参加

人として活動を育成。

立ち上げ、全国に取り組みが知られるＮＰＯ法

初から中心となって多大な貢献をしてくれたお
一人が和久井良一さんだ。
年に財団に参加。財団法

和久井さんは現役時代に堀田会長の講演を聴
き、理念に賛同して

89

6
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人化への基金集めをはじめ、企業や自治体への

94

30

年に１回開催しているさわやか福祉財団の交流フォーラム。事業運営の活動報告から。
（写真左から、和久井良一さん、丹直秀さん、髙野芳夫さん）

業や労働組合に働きかけて、まさに当財団の社

として参加。来団当初から会員勧誘をはじめ企

とほぼ同時期

会参加推進事業の社会貢献活動モデルをつくり

和久井さん
年、所属

企業に働きか

つながりをとても大切にしてきた中村さんなら

上げてくれた。若い頃に病気を患い、人同士の

の
け、社会貢献

ではの活動ぶりだった。

このように出身企業から出向した後、定年後

の方策を進め
るために自ら

はそのままボランティア職員として活躍という

形は、現在も社会参加推進事業を担当してくれ

専任担当第

号として当財

ている

月号でご紹介した蒲田尚史さんをはじ

団に参加して
くれたのが、

野の事業を支えてくれている。

め、その後も何人もおられ、主に社会参加の分
んだ。ボラン
ティア活動の
勉強を目的に
出向という形

のお一人、吉田旭雄さんは、社会参加をより身

特技も生かして活躍してくれる方々もいる。そ

また、現役時代の人脈を生かすのと同時に、

か月の
だったが、そ

近にするために、スポーツによる心の交流事業

当初

の後も続いて

として「サッカーさわやか広場」をゼロから考

特技を生かして事業プログラムを立ち上げ

故中村延夫さ

6
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ボランティア

2021.8

7

95
3

案。Ｊリーグの各クラブチームとも連携した活

んも学生時代はスポーツマン。アイデアが豊富

くれたもうお一人が、長澤良彦さんだ。長澤さ

で、「新体操で多世代交流？」と、最初は職員

動として全国に広めてくれた。
当財団は、創立当初よりＪリーグから多大な

皆で驚いたが、見事に種目毎の特色を生かしな

サッカーさわやか広場を始めた時から、その

ご支援をいただいているが、実は吉田旭雄さん

加してくれ、地域貢献を旨とするＪリーグの応

当日は、企業ＯＢの皆さんを含めた財団職員有

がら、楽しい、そして心に染みるプログラムを

援を得ながら、地元の老人ホーム、少年少女サ

志が手上げでボランティア参加して進行を手伝

は、Ｊリーグ初代チェアマン川淵三郎さんの学

ッカークラブとその保護者、そしてＪリーガー

ってくれている。いわばさらなるボランティア

展開してくれた。

との交流プログラムを綿密に作成して実行して

活動ともいえるだろう。

生時代からの親しい友人。縁あって当財団に参

いった。当日は、自前でユニフォームをあつら
えて、マイク片手に笑顔で進行役も行う。
核家族で育った子どもたちは最初は高齢者の
方々との交流も恐る恐る。でも高齢者から感謝

8
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の言葉をかけられたり、涙を流して喜ばれたり
で、子どもたちにも自然とやさしい気持ちが育
まれる。そこがこのプログラムの効果であり、
その後、卓球、バスケット、剣道、新体操、柔
道、バレーボールと種目が広がっていく。後年
になるが、そんな幅広い展開を強力に推進して

「サッカーさわやか広場」活動の様子。
（写真中央・ユニフォーム姿の𠮷田旭雄
さん）

30

企業ＯＢボランティア集団で
寄付集めを担当

まるであろう役割ながら、「ボランティアだか

らこそやってて楽しいんだよ」と頼もしく応え
てくれていた。

月号『さぁ、言お

り組むためのお金が必要。運営は節約に努めな

で詳細は省略するが、財務活動のほかに寄付文

う』の〝厨房男子〟で詳しくご紹介しているの

丹さんについては、本年

がら各種の補助金や助成金を申請して取り組ん

化の推進、助け合いのネットワークづくり、被

創立当初からやりたい活動は山ほどあり、取

できた。一貫して進めてきた住民主体の地域づ

災地支援といった事業部門でも現役時代を彷彿

使途や目的に制限が多い補助金や助成金だけに

前の当時はまだまだ理解が薄かった。そこで、

くりに精力的に取り組んでいる。

域支援事業の働きかけや地元神奈川での地域づ

とさせる幅広い活躍で、現在も理事として新地

髙野さんは元銀行マン。その実績と人望で役

員にと望む会社も多く引く手あまただったと聞

を定年退職されたお二人、故髙野芳夫さんと丹

「財団には貧乏神が住んでいるのか、お金がど

ったくうかがえない。

くが、ご本人からはもちろんそんな素振りはま

直秀さんが財団にボランティアとして参加して

んどん活動に消えていく。自分たちが頑張らな

てくれて財務グループが誕生した。寄付集めと

財団の財政基盤を支える役回りを率先して担っ

立ってると思えるしね」と、はにかんで答えて

目な表情で「財団や、社会に、少しでもお役に

いとね」と、いたずらっぽく笑ったあと、真面

くれた。

年のことだ。髙野さん、丹さんが、

まさにそんな時に、金融機関と生命保険会社

働きかけを強化することとした。

の皆さんに応援してもらえるようにと、寄付の

頼らず、住民活動の普及なのだからやはり市民

くりは今でこそ考え方として一般的だが、

年

1
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30

いうのは断られることの多い大変ストレスも溜

2021.8

9

96

あったけれど、髙野さんに力が必要だからと言

われたら手伝うしかないからね」と笑っていた

くれたことがあった。
髙野さんは、その後理事としても長く活躍し

ことが思い出される。一般に、ボランティアの

最初のきっかけは知り合いから、というのはよ

てくださったが、会費や寄付呼びかけに加えて、
さわやか福祉財団への遺贈の取り組みの基礎づ

く言われることだ。髙野さんの見立てどおり、

古川さんは豊富な知識と経験を生かして、後の

くりに多大な貢献をしてくれた。
まず遺贈や相続に詳しい当時蒲田公証役場の

役場や信託銀行などとの連携関係をつくった。

いて理解を広め、パンフレットを作成して公証

公証人の人脈をたどって遺贈の社会的意義につ

こうした担当の方々が、遺贈者ご本人の思いを

ンティアだ。そして何よりもお伝えすべきは、

になる。現担当者の森恒俊さんも銀行出身ボラ

遺贈は、やはり経験や正しい知識が信頼の基

複雑な不動産案件も実直に進めてくれた。

弁護士・税理士等専門家とのネットワークを構

尊重しようという当たり前の姿勢を常に深く貫

清水勇男公証人に相談に乗ってもらいながら、

築し、一方では、財団への問い合わせ対応も丁

いてくれていること。担当者自身が社会貢献の

当時、遺贈の働きかけで今につながる基礎を

大きな仕掛けと地道な働きかけ
できることからやってみる

当財団の誇りでもある。

思いを持って取り組んでいるからこそであり、

寧に一手に引き受けてくれていた。
他の非営利組織では今も躊躇するところが多
い不動産の遺贈受け入れも、髙野さんの呼びか
けで同じ銀行ＯＢで不動産畑が長かった故古川
寛さんを2000年にボランティアとして招き
入れ、将来を見据えて受け入れ体制づくりを進
めてくれた。
古川さんは、後年、「何ができるかと不安も

21/08/03 10:18
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30

も取り組んでくれていた。財務グループには、

かけとは別に、すぐに活用できる身近な寄付に

る。大竹さんも銀行ＯＢで、髙野さんと相談し

その後、頼もしい企業ＯＢの方々が次々とボラ

構築してくれたお一人に、故大竹徳行さんもい
ながら、自身の人脈を活用して、信託銀行との

回、そうしたメンバー皆で会議

ンティア職員として参加してくれるようになっ
ていた。毎週

協定締結を進めてくれた。
一方、髙野さんは、こうした長期展望の働き

をし、課題を整理し、アイデアを出し合った。

その一つが、お店に財団への募金箱を置いて

年から参加の川井信行さ

もらうというもの。このアイデアを考案して実
施してくれたのが、

くれていた。

財務グループはそれぞれの状況により週

～

金の回収といった一連の活動を地道に継続して

頼。募金箱考案からお店への依頼、募金箱・募

気軽に寄付をお願いできる仕組みをつくって依

床屋さんから飲み屋さん、大学時代の仲間まで、

んだ。石油会社ＯＢの川井さんは、行きつけの

97

会社役員として多忙を極めながらも、週

日、

時には半日といった形で時間を割いて早い時期

21/08/03 10:18
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1

日参加という場合が多い。そんな中、現役で

2

1

4

から長く寄付集めに尽力してくれたのが津田武

2021.8

11

（写真左から、
中村延夫さん、大竹徳行さん）
全国からご支援者の皆様が集
まる交流フォーラムでは、お
揃いのジャケットを着て皆様
をおもてなし。
（写真上・左から、苫米地正章
さん、川井信行さん、津田武
さん、古川寛さん）

30

をまさに実践で示し続けてくれた方だ。

さんだ。時間は限られていても貢献できること

ンティア交替」の提案に同意して入団という人

ボランティアを勧め、退職後に妻からの「ボラ

とは別に、財団のイベントがあると、土日もい

当してくれた。カメラ撮影も得意で、担当事業

用したふれあい啓発など事業部門も積極的に担

ループと共に、グループホーム普及や映画を活

方も含めて全員企業ＯＢというところも変わっ

どとして活躍してくれている。先にご紹介した

会員担当や寄付の推進、出身企業との窓口役な

敏男さん、飯久保寛幸さん、小松正さん。皆、

本裕一郎さんだ。現在のメンバーは、他に天野

も。会員担当として長く関わってくれている藤

とわず率先して撮影を担当し、活動の記録保存

ていない。

また、商社ＯＢの苫米地正章さんは、財務グ

という形で大変貢献してくれている。

まさに多士済々の企業ＯＢボランティアの皆

＊

お昼にかかる活動をしたときに昼食代としての

さん。ここにご紹介した以外にも本当に多くの

＊

1000円と交通費実費のみの支払いとなって

方々が参加し、当財団の今に至る礎を築いてく

＊

いる。長く財務グループとして進めてきた活動

れている。また何かの折にそうした皆さんをご

当財団のボランティア職員は、今も同様に、

は、2010年に新公益法人になるのと同時に

紹介できればと思う。

次号では、初期の頃の運営部門を取り上げる

12

2021.8
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プロジェクト制に組み替えた。寄付・賛助会員
の働きかけ、遺贈の取り組み、寄付文化の普及

予定だ。こちらでも企業ＯＢボランティアの皆
つのチームに分かれたが、

さんが活躍してくれている。日頃はあまり表に

など個別テーマ毎に

連携しながら横断的に取り組んでくれている。

出ない運営スタッフの横顔と合わせて、どうぞ
ご期待ください。

ユニークなところでは、現役時代に職場で堀
田会長の講演に共鳴し、まず妻や娘に財団での

3

９月開催の

いきがい・助け合いサミット in 神奈川 にお役立てください

『助け合い大全ʼ19 』

いきがい・助け合い
サミット in 大阪

2019年９月に開催した「いきがい・助け合いサミット in 大阪」のす
べてを収録した『助け合い大全 ʼ19』です。
サミットでの全体シンポジウムと各分科会における発言要旨をまとめ
た『パネル編』、ポスターセッション
出展の全作品を掲載した『ポスター
編』、そして『提言編』を３冊セット
で頒布しています。9月１・２日開催

【助け合い大全 ʼ19 提言編 目次】
●いきがい・助け合いサミット

in 大阪の意義と特徴

の「いきがい・助け合いサミット in

●全体シンポジウム発言要旨

神奈川」の参考資料としてもご活用く

●分科会１〜54

ださい。
お申し込みは当財団まで
→電話（03）5470-7751
１セット2,000円（税込み） 送料別途

提言／登壇者／議事要旨
●ポスター展
●いきがい・助け合いサミット

in 大阪を振り返って

※３冊セットのみでの頒布となります。

ポスター編

13

2021.8
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提言編
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良いことも、
つらいこともあってこそ人生
滝野 文恵 さん

キラキラの衣装とポンポン、弾けるような笑顔でみん
なを元気づけるチアダンス。それは、若者だけのもので
はありません。 年前の日本で、誰も思いつかなかった

（聞き手／塩瀬

潔泉）

姉、兄、弟
の 人きょ

うだいの家庭に育った。食べ物にしても人にして

気が強かった子ども時代
「まぁとにかく、かわいげがない（笑）。 その一

歳）。 昭和

年、父

年生のときに

3

は担任の先生が嫌いで猛反発し、一番前の席に座

い い と い う く ら い の 勢 い。 小 学

る食事も嫌いな物を食べるくらいなら餓死しても

も好き嫌いがはっきりしており、母が出してくれ

れたのは、滝野文恵さん（

7

の赴任先だった広島県福山市で生まれ、両親と、

89

苦笑いしながら自身の幼少期について語ってく

言に尽きるような子だったと思います」

4

どんな人なのでしょうか。

シニアのチアダンスチームを結成した滝野文恵さんとは、

25

14

2021.8

21/07/30 11:38
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89

らされた。しかし、そんな気の強い滝野さんを、
子どものように開放的な性格だった父親はとても
かわいがってくれたそうだ。

と留学させてくれた。アメリカ・ミシガン州の大

学の寮生活で、仲間とアメリカ流の青春を思いき

り楽しんだ滝野さん。父親が言った通り、女性で

も自立するという素地がこの時期、養われたのか
もしれない。

〝良妻賢母〟に憧れて

帰国後は大手メーカーに就職して会社員となっ

歳

歳で結婚。

たが、以前からの知り合いだった、夫となる

上の男性（現在は故人）に熱望され、

歳の

ときには夫の転勤で東京に住むことになった。

年後に長男を出産し、

だ。女学校の友人たちと宝塚歌劇団の追っかけば

「〝良妻賢母〟という言葉がなぜかとても好きで、

まもなく長女を、

かりしている滝野さんを心配した両親に、「頼む

家事・育児は完璧にしなければ気が済みませんで

滝野さんが幼稚園の頃、家族は大阪に移り住ん

から進学してくれ」と言われ、短大の英文科に入

した。今思えば、誰に言われたわけでもないのに、

楽しいこともある生活だったが、良家のぼんぼ

学。あるとき、知人が乗馬に連れて行ってくれた

わせた。乗馬がすっかり気に入った滝野さんは、

んで、滝野さんが笑っていようが悲しんでいよう

自分で自分を追い詰めていましたね」

「関学に行けば馬に乗れる」と、試験を受けて同

が気にかけない夫に、長年の違和感がどうしよう

が、その馬場に偶然、関西学院大学馬術部が居合

大学に編入。「学業よりも馬」の大学生活を終え

もなく募っていった。夫とは何度か話し合ったが

21/07/30 11:38

08月号_新連載_今風女子〇歳.indd 15

8

32

25

ると、父親が「これからは女性も自立しなければ」

2021.8

15

3

滝野さん、10 代の頃

滝野さんの気持ちに寄り添うことなくあきれてい

て、一人で暮らしたい」と告げた。夫は最後まで

年のある日曜日の朝、滝野さんは家族に「家を出

わからないので、とりあえず駐日アメリカ大使館

老年学を学ぼうと決心。しかしどうすればよいか

移す性格の滝野さんは、再びアメリカに留学して

思い立ったが吉日、「これ」と決めたら行動に

ないと考えた。

たが、母親の苦悩を一番近くで見ていた子どもた

に直訴の手紙を出すと、大使館から呼び出しが来

16

2021.8

状況が変わることはなく、長男が大学を卒業した

ちは、「いいんじゃない」と言ってくれた。

た。

「歳が歳だから、とにかく早く留学させてほしい」

と訴えると、何と、仮の学生ビザを発行してくれ

たという。さらに、留学に必要な試験をこれから

思い立ったが吉日
歳で２度目のアメリカ留学
こうして、滝野さんが離婚しないまま一人暮ら

クリアするのは厳しいと判断するや、留学先であ

るノーステキサス大学の学部長に、これも手紙で

歳のとき。自由な生活がスタ

しを始めたのは、
ートした。

直訴。それがまたもや功を奏し、入学許可が下り

夢をかなえるには、このくらいの情熱と行動力

た。

く無気力になって亡くなる様子を目にして間もな

大学での勉強は、若い頃に英文科で学び、留学

が必要。そして、年齢は関係ないのだと勇気をも

るとき、友人が学んでいた「老年学」を思い出し

経験もある滝野さんでも大変なものだったという。

い頃でもあった。人が生き、人生を終えるという

た。そして、人間が老いていく過程を学べる老年

それでも、友人や教授たちとの交流、老人ホーム

らえる話である。

学なら、生と死への向き合い方がわかるかもしれ

ことについて考えさせられていた滝野さんは、あ

謳歌していた最愛の父親が、最後の数か月間は全

同時にこの時期は、あれほど自由奔放で人生を

52
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53

チームがある」と、ほんの
が目に留まった。

行

私もやりた

行程度書いてあるの

「ええっ、中高年がチアダンスを？
い 」

再び、思い立ったが吉日。滝野さんはこの

の情報だけを頼りに、サンシティの郵便番号とチ

アダンスチームの名称のみを宛名にして手紙を出

した。すると、町の郵便局がチームの代表者に手

滝野さんの強運は、またしても海を越えた。

紙を届けてくれたそうだ。

でのインターンなど、アメリカでの学生生活はた

歳で帰国し、週に何日か仕事をしながら生活

の勢いで青山学院大学へ。いきなり「チアを教え

月、都内のシ

人でスタート

歳のチアダンスチー

年

てほしい」と頼まれてぼうぜんとするバトン部の

していた滝野さんだったが、「大体、

ニアセンターで、平均年齢

キャプテンを巻き込み、平成

年おきに

まったのが東京・渋谷だったことから、そのまま

をかけると、数人が「やる 」と乗ってきた。集

んが、友だちを集めて「一緒にやらない？」と声

代表者との文通でいろいろな情報を得た滝野さ

吉日再来
シニアのチアダンスチーム結成

くさんの思い出とともに充実したものとなった。

アメリカ留学の卒業式での滝野さん

何か起きる」とご本人が言う通り、次の大きな転
機は 歳で訪れた。

ム「ジャパンポンポン」の活動が
した。

21/07/30 11:38
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2

8
63

10

アメリカの中高年に関する本を読んでいると、
＊

1

5

2021.8

17

57
62

「アリゾナ州サンシティに、シニアのチアダンス

89

代になった。メンバ

その後、マスコミに注目されるなど、現在のメ

で元気になってくれる方もいるのかも、と気づき

自分たちの楽しみでやっていることだけど、それ

名。平均年齢も
ました」

＊サンシティ……１９６０年につくられた退職者のため

歳以上の人が

の町（リタイアメント・コミュニティ）。 商業施設、
居住できる。

医療施設その他の機能が揃っており、

月には卒寿を迎えるが、そんなイメージ

健康だと思っているのがいいんです
来年

とはほど遠い滝野さん。昔から堅い食べ物が好き

たら、「堅い物の食べ過ぎです」と言われたそう

で、ＮＨＫの朝の体操を日課にしているが、昨年

一日中座って塗り絵をしていたら軽度の下肢静脈

ーとし、自分たちが楽しませてもらっていること

地へ寄付している。

瘤になってしまったそうだ。

のステイホーム中に「大人の塗り絵」にはまり、

「見た方々が喜んでくださるのを見てはじめて、

18

2021.8

ンバーは
ーの皆さんもやはり活動的な人たちなのですか、
と聞くと、
「私も、中高年になってチアを始めようというの
だから、きっと進歩的な人たちが来るだろう、私
も含めてちょっとユニークな人たちだろう、と思
っていました。でも違うんです。『え、この人が
？』というような、まさに真面目な日本の専業主
婦。ほかの人たちと何が違うのか、いまだに本当
にわからないですね」

ターすると前の曲は忘れてしまう。コーチの忍耐

だ。今でも、外出先で発車しそうなバスには走っ

で、最近、耳のあたりが痛いので耳鼻科を受診し

力は上がるが、やはり発表する場が必要だという

て乗り込む。今はコロナ禍で、緊急事態宣言中は

曲マス

ことになり、大会に出場するほか、節目節目で周

週

回のジャパンポンポンの練習も休みになるの

年発表会を行っている。発表会はチャリティショ

前の週に覚えた振りは忘れてしまう、

55

70

への感謝として、ユニセフや東日本大震災の被災

1
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1

1

19

「今のところ、悪いのはそこだけですね。健康診
断は受けない。自分の血圧も知らない。健康だと
思っているのがいいんです」

全部ひっくるめて、人生
その行動力とバイタリティばかりに注目してし
まいがちだが、取材では終始笑顔で、穏やかに話
してくれた滝野さん。人見知りで、自分から話し
かけていくのが大の苦手なのだとか。
「娘に、『チームをまとめるなんて、ママ、一番
苦手なことをやってるのね』と言われたこともあ
ります」
歳頃からは、関西学院大学同窓会東京支部の
・

・

ウクレレサークルにも参加している。

「自由にいろいろなことをやってきて、これでも

間に。つらい時期もあったからこそ、人の気持ち

いんじゃない？』と平気で言ってしまうような人

21/07/30 11:38
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「ほとんどエアウクレレ（笑）。 仲間と会ってお

し理想の家庭まで築いていたら、私はきっと鼻持

もわかるようになったと思うし、良いことも悪い

しゃべりするのが目的です」と楽しそうだ。

ちならない人間になっていたでしょうね。うまく

ジャパンポンポン 20 周年発表会にて。前列中央が滝野さん

ことも、全部ひっくるめて、〝人生〟ですね」

2021.8

19

70

いかない家庭があっても、『あなたのやり方が悪

89

活動の現場から

（犬山北地区、犬山南地区、城東地区、

20

2021.8

広げよう つなげよう 地域助け合い

西 楽 田 さ さ え 愛 の 会 （愛知県犬山市）

住民自治から助け合い活動へ
高齢化した一戸建て団地の取り組み

にしがくでん

超高齢化が進む一戸建て団地において、「贈る活動・受ける笑顔」をスローガンに、日常の困りごとを支

援する助け合いを行っている「西楽田ささえ愛の会」。 市の生活支援体制整備事業をきっかけに生まれ、充

実した自治会活動と盛んな地域活動を通して育み、深めてきた地域の絆をもって活動を創出・運営。住民同

（取材・文／城石 眞紀子）

援体制整備事業を開始。市内を 地区
3000人の犬山市。江戸時代には犬

羽黒・池野地区、楽田地区）に分け、

万

山城の城下町として発展し、現在もそ

のような地域にしていきたいかなどの

それぞれの地区で抱える課題や将来ど
同市では、2017年度から生活支

の歴史の足跡が多く残されている。

地）の扇頂部に位置する、人口約

士の結び付きも一層強まり、安心で活力のある地域づくりが広がっています。

超高齢化が進む団地内で
住民の不安や不便が増大
愛 知 県 の 最 北 端、 木 曽 川 が 濃 尾 平 野
へと流れ出る木曽川扇状地（犬山扇状

5
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7

話し合いの場（協議体）を立ち上げる
ことを目的に、同年 月、当財団も協

の任意団体が地

を迎えた自治会を中心に結束し、地域
活動も盛んである。

して親睦を深めたり、自主防災や防犯

にも取り組むなど、住民自治によるま

ちづくりを推進してきた。

ブロックから構成

域住民を対象に活動し、責任者でつく

10 6

28

人が参加。それをきっかけ

の飯田ひろみさん。

立ち上げに尽力した運営委員会事務局

に高まりました」と話すのは、同会の

動が必要ではないかという機運が一気

西楽田団地でもこれからはそうした活

に全国での助け合いの取り組みを知り、

役員の計

催案内をいただき、当時の自治会長と

なときに、体制整備事業セミナーの開

いるとの問題提起がありました。そん

た不安や不便を感じる人たちが増えて

進むことで日々の暮らしにちょっとし

その話し合いの中で、近年、高齢化が

課題についても意見交換がなされます。

選出のほか、その時々の地域の実情や

集会（全体会議）では、新たな役員の

月に開催されるブロック

町・

力した体制整備事業セミナーを開催。

ティア組織「ささえ愛の会」が、団地
住民を対象とした日常の困りごとをサ
ポートする生活支援を開始した。
同団地は市中心部から離れた最南部
にあり、 年ほど前に分譲が開始され
・

た一戸建ての団地。477戸に130
人が暮らしていて、高齢化率は

％。子ども世代が独立して核家族化

が進み、現在は高齢者世帯が全体の
齢者も 名に上っている。

周年

され、毎年

「自治会は

団地では、 年 月から、有償ボラン

づくりに取り組んだ楽田地区の西楽田

こうした動きの中で、いち早く体制

の体制づくりが進んでいる。

り、町内会単位での見守りや支え合い

る「ふれあい談話室」を全体の窓口に

16

そこから地区ごとに協議体が立ち上が

10

％以上を占めるまでに。また、独居高

20

3

6
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42
50

自治会発足50周年記念碑
活動拠点の集会場

19

50

60

一方で、団地内は今年で創立

2021.8

21

6
4

活動への理解と意識を醸成して
自治会主導で体制づくり
そこからの動きは早かった。楽田地

その結果報告をブロック集会で行い、

開始された。

が初代代表に就き、同年 月に活動が

課の韮澤絵美さんが講師として登壇し、 めてきた元自治会町会長の馬場修さん
「なぜ、いま助け合いが必要なのか」
月からはニーズ

「一連の準備にあたっては、市の担当

を話した。そして、

を探るためのアンケート作りを開始。
「ここが最大の山場でした。

ました。何からどう手をつけていいの

者の韮澤さんに相談しながら進めてき

6

との思いから、関心の高い防災につい

内容を検討。若い世代も巻き込みたい

住民の皆さんの助け合いへの理解も進

てもありがたかったですね。おかげで

的確なアドバイスをいただけたのはと
名につき

名の方が、その場で活動に参加予定

30

ての項目も設け、成人

名に回答してもらうよう、協力

を基本とし、家族が多い場合は年長者
から

をお願いしました」
％という高い回収率となった。

み、活動説明会では出席者 名のうち

部

までに集計が間に合うよう計画を立て、 か右も左もわからない中で、その都度、

治会のブロック集会があるので、そこ

10

配布と回収を自治会班長が担ったこ
とで、

こうして船出を果たしたささえ愛の

には本当に感謝感激でした」

として記名してくださいました。これ

17

1

22

2021.8

まずは助け合いとは何かを住民に知っ

月には活動説明会を開いて協力会員

の募集を開始。翌

てもらうことから始めようと、団地内
の集会所にて全世帯を対象とした自治

予定者で「活動立ち上げ世話人会」を

年 月にその参加

会主催の講演会「西楽田団地で暮らし

続けるために・みんなで考えましょう」 開催し、組織運営の詳細を決定。飯田

活動開始前に、個人情報保護に関しての勉強会も開催

さんと共に熱意をもって活動創出を進

区の協議体に参加して情報提供や助言

3

を開催。犬山市健康福祉部高齢者支援

19
月に自

4

1
4

82

月、

3
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12

を受け、自治会主導で活動創出に向け
ての体制づくりに着手。翌 年
18

広げよう つなげよう 地域助け合い 活動の現場から

会だったが、活動開始直後の同年 月

満男さん（ 歳）が代表代行を引き受

中、運営委員の一人で、現代表の鈴木

に代表の馬場さんが急逝。動揺が走る

8

けたことで、活動を止めることなく歩
みを続けることができたという。その
鈴木さんは、「前代表の馬場さんと飯
田さんのお二人がレールを引いてくれ
たからこそ、ささえ愛の会ができた。
その活動を引き継いで、西楽田団地の
皆様に少しでも喜んでいただけるよう
な運営をしていくことが、天国にいる

的に、

回

時間以内を基本として、

番多かったのは、庭木の剪定・草取り

建具の直し、家具の移動、ごみ出しな

です。そのほか、傾聴、蛍光灯の交換、

思いでやっています」と話してくれた。 齢者に限らず、団地内の全住民を対象

ど。利用の流れとしては、電話で会に
料は運営費として、会で使う道具など

合わせを行い、指示書を作成します。

訪問して依頼内容の詳細について打ち

かく指示。この指示書を基に作業して

どの程度切るかまで、写真を添えて細

の購入に充てられ、協力会員には謝礼
本が支給される。

例えば庭木の剪定であれば、どの木を

話人） 人につき

としていて、利用料金は協力会員（世

ささえ愛の会も 年目に入り、活動

育んできた共助の精神
みんなでやる楽しさ

依頼が入ったら、事前に依頼者の家を

できる人ができる範囲でお手伝い。高

支援活動の様子

回100円。利用

馬場さんへの一番の供養になるという

1

として、活動後にペットボトルの飲み
物

件。依頼が一
47

に参加する会員数も 名に増えるなど
一歩一歩前進中。支援は、日常のささ

1
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1
1

「昨年度の活動実績は

1

3

22

いな困りごと、不安や不便の解消を目

2021.8

23

80

施につなげています」（飯田さん）

いただくことで、スムーズな支援の実
「ここの団地の人たちは、優しい気持

加しているとのこと。

も好評で、「連絡したら、すぐ来てく

取材当日に集まってくださった運営委

まりなんです」（飯田さん）と言うが、

ちにあふれたボランティア精神のかた

れた」「とても助かっている」「心強

員や協力会員の方々も、「皆さんのお

こうした細やかな気遣いが利用者に

い」と、住民の皆さんは感謝の言葉を

役に立てることがあれば」「地域に貢

聞けば、ほとんどが民生委員や自治

も印象的だった。

献したい」と口々に話されたのがとて

口にする。
団地内は多種多様な人材の宝庫。協
力会員にも、プロ級の剪定技術を持つ
人、習字や絵が得意な人などがいて、
そうした特技を惜しみな
く発揮するので、活動案
内や活動報告のチラシも
ぬくもりのある手作り。
だから、作業に必要な道
具を自ら買いに行ったり、
自分たちで道具を持ち寄

24

2021.8
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08月号-活動の現場.indd 24

って作業をしたり、回覧
板を回しても目に留まる
など、それぞれが自分の
できることで積極的に参

依頼指示書に沿って支援を実施

回覧板や掲示版用のチラシも手作り

広げよう つなげよう 地域助け合い 活動の現場から

利用者さんが顔色からして全

ているが、初めは沈んでいた

参加者。防犯協力会の会長、災害ボラ
然違ってきた。ごみ出しつい

会役員の経験者や、ふれあい談話室の
ンティアコーディネーターなどいくつ
もの地域活動を兼任している人も多い。 でのちょっとしたおしゃべり

手で築きたいという思いも強く、みん

安全で楽しいまちづくりを自分たちの

う」と話す。また、草刈りや

動に参加できてよかったと思

そういう姿を見ると、いい活

「この町に住んでよかった」と思える、 をすごく楽しみにしていて。

なで協力して つのことをやる楽しさ
年の歴史の中で培い、結束を強めて

も知っている。そうした共助の精神を

協力会員は、「高齢化で自宅

庭木の剪定の支援をしている

強みであり、それが助け合い活動の創

きたことこそが、西楽田団地の最大の

った後に『ありがとう』とい

が増えているが、作業が終わ

のメンテナンスができない方

から、体が動く限り続けていきたい」

れは自分も助けられる側にまわるのだ

局は自分のためにもなること」「いず

のために何かをするということは、結

背中を押さなくても自発的に動いてく

士の結びつきが強くて、私たちが特に

さんは、「西楽田団地は昔から住民同

そんなささえ愛の会について、韮澤

てくれた。また、「今、誰か

りがいになっている」と話し

う言葉をもらえることが、や

出や運営にも生かされている。

自分の居場所と出番があることが
生きがいにもつながる
助け合い活動に対する思いや感想も
聞いてみた。
歳の一人暮らしの女性のごみ出し

を支援している協力会員は、「今年の

れた」と前置きした上で、こう続けた。

運営委員と協力会員の皆さん。
前列中央が代表の鈴木さん、その右が事務局の飯田さん

との声も聞かれた。
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1

月に依頼があって 週間交代でやっ
1

2021.8

25

50
87
2

「活動を創
出する上で
は、行政を
上手に使っ

えたところが良かった点だと思い
ます」
今、犬山市でも、また全国各地
でも、支え合いの仕組みづくりが

順を踏んだのではないかと。その後の

住民さんにわかってもらおうという手

進めようとしているんだということを

たということは、市でもこれを何とか

講演会を開いて、市役所が来て話をし

とになってしまう。だから、その前に

られてきたら、『何これ？』というこ

思うんです。突然家にアンケートが送

ても、その手順をすごく考えられたと

す。例えばアンケート調査ひとつにし

だと思いま

さんも、「みんなの力を合わせて、

ることを実感しているそう。鈴木

なり、生きがいづくりにもつなが

ことは結果として自分のためにも

協力者がいて、誰かのためになる

もやってみれば、地域には多くの

うだ。しかし、わからないながら

んて、とても無理」だと思ったそ

自分がそのつくり手側にまわるな

ステムをつくるなんて、ましてや

さんも当初は「自分たちの手でシ

まだまだ少なくない。実は、飯田

進む一方で、二の足を踏む地域も

立ち上げについても、単独でやるので

ささえ愛の輪を広げていきたい」

てくれた例

はなく、自治会の下部組織にすること

と力強く語ってくれた。
まずは、一歩踏み出すことが大

で、協力会員が補償保険を使えるよう
にしたり、補助金が付いてきたりと、

切だ。

全で安心して暮らせる地域づくりを目指している。活動内容は、行政や業者

（介護施設など）が行っているサービスのすき間にある簡単な困りごとのお手

伝いで、庭の草取り、庭木の剪定、ゴミ出し、家具の移動、掃除、買い物の付

き添いなどを基本に、１時間以内で完了するサービスを提供。利用料は、協力

会員（世話人）１名につき１時間100 円（２名の場合は同200円、５名の場

合は同500円）
。ゴミ出しのみ１回50円。利用料は運営費に充てられ、協力会

員には活動後にペットボトルの飲み物１本が支給される。

西楽田ささえ愛の会

26
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西楽田団地集会場

愛知県犬山市字中唐曽1- 59

●連絡先／〒484 - 0934

市の担当者の韮澤さん

会を継続維持させるだけのベースを整

』

広げよう つなげよう 地域助け合い 活動の現場から

西楽田団地における住民主体の助け合い活動。「おたがいさま」の気持ちで、

協力者は思いやりを、利用者は感謝をもってお互いが気に掛け合い、誰もが安

電話 0568-67-4648

（月・水・木曜10～12時、火・金曜13～15時）

大好評

動画
『NEXT 〜心と心をつなぐ工夫と取り組み〜』
ご活用ください！
コロナ禍にあっても、アイデアと工夫でみんな
が笑顔になれる活動を紹介している当財団制作の
動画「ＮＥＸＴ 心と心をつなぐ工夫と取り組み」
（各８分程度 ）。皆様から大変ご好評いただいて
います。コロナの時代における助け合い活動のヒ
ントとして、生活支援コーディネーターの勉強会
のツールなどとして、ぜひご活用ください！
第１弾

第２弾

静岡県袋井市

奈良県生駒市
あなたの「元気」を届けよう
プロジェクト

出前居場所・青空居場所・
我が家のごはん届けます

第３弾

第４弾

新潟県新潟市

大阪府門真市
こんな時こそ地域の力で、
ゆめ伴プロジェクト

受け身にせず
「みんなで守ること」で活動再開

第５弾

第６弾

食を通した居場所（みんたべ）・
フードパントリー

神奈川県鎌倉市

岡山県倉敷市
つながる回覧・
マスクプロジェクト

動画は、当財団ホームページでご覧いただけます。

https://www.sawayakazaidan.or.jp/movie-next/
27
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応援ありがとうございます
「地域助け合い基金」助成先のご紹介

皆様のご寄付を原資に、コロナ禍での困りごと解決のための活動や、さまざまな世代・人々が参加する地域共

生社会への取り組みを支援している「地域助け合い基金」。 今月号も、配食兼見守りや高齢者の買い物支援、子
ども食堂の活動への助成をご紹介します。

一昨年末、配食用弁当箱が大幅値上げになるとの業者か

もらうなど、連携しています。

する取り組み、春一番の総会や運営委員会において意見を

変があったときの対応、地域町内会の会合で春一番を紹介

した。包括の生活支援コーディネーターとは、利用者に異

包括支援センターにつなぐという活動を長年実施してきま

て配達するとともに安否確認を行い、状況によっては地域

なお、このほかの助成先団体の活動報告も財団ホームページに続々アップしていますので、ぜひご覧ください。

神奈川県横浜市

コロナ禍にも訪問を絶やさず
今後も手作り弁当を届け続ける
助け合いグループ「春一番」

万円
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助成金額

らの情報があったため、値上げ前に約 年分を購入しまし

たが、その後コロナ禍となり活動休止に。利用者からの料

助け合いグループ「春一番」では、一人暮らし高齢者・
障がい者・高齢世帯で、買い物や食事の用意ができない方

金が入ってこなくなったことから、出費だけが大きくかさ

1

15

回土曜日の夕食を調理してお弁当とし

を対象として、月

4

むことになりました。

良く、訪問したメンバーを気遣ってくれたといいます。ま

数がそれまでの半分以下

ましたが、厨房に入る人

い。また、顔を合わせ、言葉をかけ、利用者の状態に合っ

「これからも安心して食べていただける家庭の味を届けた

きなかったそうです。

た、外出できない状態なので訪問はとても喜ばれ、話が尽

に制限されました。今ま

たつながりを持ち安否確認をして、住み慣れた地域で安心

その後、活動を再開し

個500円だったお

して暮らせる活動をしていきたい」と、報告書で決意を語

で
弁当を作ることができず

ってくださいました。

助成金額

万1000円

北久原移動支援プロジェクト

買い物支援を開始
高齢者のフレイル予防、外出機会にも貢献

静岡県御殿場市

300円になり、利用者
も減少して、赤字が大き
く膨らんでしまったこと
から本基金に応募。助成
金で、食材、調理消耗品、
事務消耗品、活動協力費

～

を補っていただきました。
コロナ禍の昨年

北久原移動支援プロジェクトは、昨年 月から活動を開

て訪問。利用者の皆さん

のお茶やお菓子を持参し

認のためにペットボトル

い物支援を無償で行う活動を始めました。毎週木曜日、市

域の有志ボランティアが、住民のフレイル予防を兼ねて買

地域福祉推進委員会委員長など地域の理解を得ながら、地

始。北久原区長、議長、民生委員、高齢者サロン運営者、

期間は、利用者の安否確

月、配達ができなかった

6
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13

9

3

は、心配した健康状態も

2021.8

29

1

参加者からも、「普段、バスを利用していると、たくさ

ん買い物をすることができない。この買い物支援は、自宅

前まで車が来て送り迎えしてくれるので、米、調味料など

重い物を買うことができて助かる」「家にいることが多く、

出かける機会が少ない。買い物に連れて行ってもらい、自

分の目で商品を選ぶことができてうれしい」といった声が
届いているそうです。

和歌山県橋本市

多様なつながりを生かし
子ども食堂が家庭に食料を届ける

万円

わいわい子ども食堂はしもと

助成金額

わいわい子ども食堂はしもとは、2017年から活動を

ども食堂を実施しており、毎回、子どもと保護者

時間かけて作り、

70

地元高校の生徒も配膳などの手伝いに来てくれています。

3

30

2021.8

内の社会福祉協
議会の車両を借
りて、地区住民
の運転ボランテ
ィアと付き添い
ボランティアが
参加者を見守り
ながら、スーパ
ーでの買い物を
送迎。免許返納
や車を持たない
ため、移動が困
難な独居高齢者を支援しています。
本基金の助成金は、コロナ感染対策として、非接触式体

用、マスク、参加者へ支援実施を通知するためのコピー用

開始。毎月第 ・第 火曜日に市の保健福祉センターで子

温計、アルコールタオル、アルコールスプレー・詰め替え

紙、名入れブルゾン、文字データ作成・印刷代、利用者活
動保険料、切手代に充てていただきました。

が利用しています。食事は、地元農家から野菜の提供を受

名ほど

「名札だけでは目立たず、黄色のブルゾンを着て活動する

のことです。

けるなどして、 名ほどのスタッフが約

3

と不審者と間違われなくて良い。大変助かっています」と

1

10
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15

ボランティアは黄色のブルゾンを着用し、非接触式体
温計で利用者の体温を測って買い物を支援

せられ、「このような声が私たちの励みになり、これから

ており、私たちもその笑顔がうれしいです」という声が寄

工作、塗り絵、あやとり等の遊びを取り入れたり、季節の

もより一層頑張らねば

食堂に来るのは低学年や未就学児も多いことから、折り紙、

イベントも行ったりしてきましたが、コロナ禍ではそれら

日には、ある企業から大きなクリスマスケー

つの子ども食堂があ

現在、橋本市内には

した。

との報告をいただきま

と張り切っています」

月からは、経済的に困窮している子育て家庭に食

は中止となりました。
昨年
料を届ける活動を開始。本基金の助成金も、この食料配布

月

のための食料購入と事務費に活用されました。また、第
回目の

個ずつ配ってくださいとの申し出があり、

子ども食堂と市とで

り、昨年度、それらの

食料と一緒に届けることができたそうです。それ以降も、

「橋本子ども食堂連絡

毎月第

食料を届けており、活動に賛同する企業からお菓子や食料
の提供も受けて活動しています。

世帯から 世帯に増

ボランティアスタッフも、食糧支援活動を契機に参画し
てくれる人が増え、支援する家庭も

か月を予定していた活動でしたが、コ
か月延長して活動する

ということです。

活用していただければ、

引き」も作成したので、

「子ども食堂開設の手

セスしやすいようにと、

っと子ども食堂にアク

した。子どもたちがも

協議会」を立ち上げま

金曜日に市子育て世代包括支援センターと共同で

キを各家庭に

1

子育て世代包括支援センターからは、「ご家庭にとって

ことにしたそうです。

ロナの収束が不透明な中、さらに

えました。当初、

12
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10

6

6

はこの活動が命綱となっています。とても喜んでくださっ

2021.8

31

24
1

5

12
12
4

います。詳しい活動報告は、本誌

に困窮家庭への支援を広げたりして

しているほか、コロナ禍をきっかけ

たりしてこれまでのつながりを維持

ドパントリーや配食に活動を変更し

宅を訪問したり、子ども食堂がフー

が知恵を絞り、居場所の参加者の自

くなりました。しかし、地域の方々

これまでの方向を転換せざるを得な

堂は、人数の制限や感染予防により

礎をつくってきた居場所や子ども食

「地域助け合い基金」状況のご報告
皆様のご支援により全国各地の助け合い
を助成している「地域助け合い基金」
。

０４４万７００円

７月 日までの状況をご報告いたします。

◎寄付受付額
197件
千万円を供出

当財団ホームページ開示時点）

ページからの助成先紹介記事、また、

日

本基金には、これまでに約200件のご

財団ホームページにも掲載していま
地域共生社会実現のために、引き

寄付を頂戴しております。ご支援ください
長引くコロナ禍はさまざまな方面に影響

続き皆様のご支援・ご寄付をよろし

すので、ぜひご覧ください。

を及ぼしていますが、長年助け合い活動を

（事務局長・内田）

くお願い申し上げます。

ます。皆が集まって交流し、助け合いの基

継続してきた団体にも大きな影響が出てい

ました皆様に、心より御礼申し上げます。

（ 月

◎助成実行額
538件 7241万6350円

このほかに当財団より

1

32
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＜地域助け合い基金担当＞
電話：
（03）5470-7751 FAX：（03）5470 - 7755
メール：mail@sawayakazaidan.or.jp

基金に関する
ご意見・お問い合わせ

15

●基金に関する情報、およびクレ
ジットカード決済は、ＱＲコー
ドもご利用ください

財団ホームページ内
基金関連ページ

クレジットカード
決済ページ

28

9

15

7

当財団ホームページでは毎日、寄
付と助成金額を開示しており、助成
可能な金額もご覧いただけます。寄
付や助成をお考えの方は参考にして
ください。

「地域助け合い基金」で
コロナ禍を乗り越えて共生社会へ

皆様からのご寄付をお待ちしています
１．寄付金の使途
共生社会を推進するため、助け合い活動の支援に活用させていただきます。
助成の対象は、地域で暮らす人同士の助け合い活動であり、新たに団体を設
立する場合のほか、新たに活動を広げる場合やコロナ禍に対応して特別な助け
合い活動を行う場合も含みます。
高齢者、子ども、認知症、障がい、生活困窮の方々、刑余者、外国人、ケア
ラーの支援ほか、分野は問いません。ただし、日本国内の活動に限ります。
本基金は、支援したい市区町村（区は東京都の特別区）をご指定いただけます。
２．税制上の優遇措置
当財団にいただいたご寄付は、税制上の優遇措置の対象となります（当財団
発行の領収証が必要となります）
。
３．ご寄付の方法
（１）銀行振込によるご寄付
三 井 住 友 銀 行 浜松町支店 （普通） 口座番号 ７８５９４５２
三菱ＵＦＪ銀行 浜松町支店 （普通） 口座番号 ００９５４４６
（口座名義 ※いずれも同様）
公益財団法人さわやか福祉財団 地域助け合い基金
※銀行お振り込みの場合は、送金者の情報がカタカナ表記のお名前のみとなるため、
当財団発行の領収書が必要な場合や地域の指定をご希望の場合は、お手数ですが
「寄付申込書」を当財団宛お送りください。当財団へのお電話でも承ります。

（２）郵便振替によるご寄付
（口座記号番号） ００１１０−７−７０９６２７
（加 入 者 名） 公益財団法人さわやか福祉財団
※通信欄に、ご指定がある場合の市区町村名 ( 区は東京都の特別区）と、ひと言応
援コメントなどをご記入ください。また、手数料不要の払込取扱票をご用意してい
ますので、お申し出いただければ郵送いたします。

（３）クレジットカードによるご寄付
前ページのＱＲコードもしくは当財団ホームページよりお申し込み下さい。
助成応募については、当財団ホームページをご参照ください。
「寄付申込書」「パンフレット」なども、ホームページからダウンロードできます。

＜寄付・助成のお問合せ＞
地域助け合い基金担当
33

電話：
（03）5470 -7751 ＦＡＸ：
（03）5470 -7755
メール：mail@sawayakazaidan.or.jp

2021.8

08月号_基金助成先.indd 33

21/07/30 11:40

福祉ジャーナリスト

村田 幸子

ま ず は グ ル ー プ 名 を つ け る こ と に し ま し た。

きる、みんなで活きる」です。つまり一人一

人の近居

果たして上手くいくのだろうか。こ

人は自分の暮らしを大事にしながら、お互い

私たち

早めの引っ越し ④

始まりました

の試みを知っている友人たちは、興味津々。

助け合って暮らす、そしてそれぞれの経験と

私たちが考える暮らしの基本は「ひとりで生

そうは長続きしないだろうというのが、もっ

人脈を活かして地域で活動する、というもの

生活。

ぱらの評判でした。何しろ 人の仕事は、実

来っこないと、踏んでいたようです。私たち

くも悪くも個性が強く、共に暮らすなんて出

してきたのですから、自己主張は激しく、よ

放送関係と皆、長いこと男社会の中で仕事を

を発刊している人、広報関係者、そして私は

ター、福祉関係者、新聞記者、着物の季刊誌

にさまざま。心理カウンセラー、コピーライ

決で「個々セブン」となりました。しかし修

ば、強烈に「ＮＯ 」と言う人も。結局多数

この私の提案に「

「個々セブン」がいい

「みんな」は「セブン」だ。

「ひとり」は「個々」だ。

か。

です。このキャッチコピーに見合う名称は何

票 」と言う人もいれ

にとっても又、未知との遭遇です。

1

7

34
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7

7
連載

うかアクが強い。しかもあっち向いたりこっ

一人一人のネットワークを活かして講師をお

ンイベントでもあるサロン活動です。これは

加は誕生会と読書会等、そして私たちのメイ

ち向いたり。従って「個々」ではなく「個個」

招きし、友人・知人に声をかけて共に楽しむ

正提案が出ました。私たちは皆個性が、とい

と、字もそれぞれ独立させた方がいいと言う

交流会です。参加者はお茶とケーキの実費。

様のネットワークです

講師にはお車代ともいえないような謝礼でお

ものでした。全員納得で一件落着です。
事程左様に、どんな小さなことでも話し合

人

から実にさまざまな分野の、バラエティに富

願いしました。

した。言ったの言わないの、聞いたの聞いて

んだ方々にお出でいただきました。100回

い、全員が納得するまでは次に進みませんで
ないの、というトラブルを避ける為でもあり

代、

代。更なる老いに、あ

近居生活を始めた時は

んが華を添えてくれました。

記念は、ＮＨＫ時代の私の先輩、下重暁子さ
分

代、

70

いていくだけという関係では、１人に負担が

老健やショートステイを利用しつつ暮らして

を繰り返し家での暮らしがむずかしくなって

れがひどくなり認知症への不安を度々口にす

した。また軽い脳梗塞に見舞われたり、物忘

旅行、食事会、観劇等々、暮らしの楽しみ

る人もいます。私たちはお互い介護はしない

居心地の良いものでもありました。

フラットな関係性は、緊張感を伴うと同時に、 いた仲間は、サロンへの参加が難しくなりま

かかり過ぎ、燃え尽きてしまいかねません。

ちこちの身体の不具合は否めません。入退院

たちも、今は

60

私たちのグループには、いわゆるリーダー
はいません。皆、一国一城の主。 人が

の１ずつの負担と責任を負う、ということで
す。誰か 人が旗ふりをし、他の人はただつ

代だった私

ます。

7

80

7
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7
70

7

は参加するも良し、しなくても良し。全員参

2021.8

35

1

つながらず、出来ることは助け合うという関

す。このことがまさかのときのもたれあいに

ょっとした手伝いや励まし、情報提供などで

と、最初から決めていました。出来るのはち

ひそかに満足しています。

ちでも少しはその経験を還元できたかなと、

深まっていき、仕事三昧で過ごしてきた私た

たてる。こうした活動を通して、つながりは

そ し て 、 私。

るように見受けられます。もちろんそれは大

・安全ばかりを求め、暮らしを小さくしてい

年を重ねるに連れ一般的には、とかく安心

行ったり来たりの 地域居住と言う形での

事な要素ですが、もう一つ、刺激的という暮

係性を保てたのだと思います。

暮らしは 歳までは続けたいと仲間に話して

持ちで売りに出したら、あっと言う間に買い

体力・知力もまだ残っているうちにと軽い気

た。いずれは処分しなければならない部屋。

者である遠藤英俊さんがエビデンスを出され

予防に役立つと、認知症研究・治療の第一人

す。昔を想い語ることという回想法は認知症

す。高齢期はとかく思い出話に終始しがちで

らしを、老いても続けていきたいと思うので

手が現れ、あれよあれよの引っ越しとなって

歳を過ぎたら回想法年齢と思い

ました。「

なさい」とも仰っています。しかし思い出を

50

年間、一度も途切れることなく続けました。 語るばかりでは能がありません。思い出は、

コロナの感染拡大でやむなく休止するまでの

しまいました。サロン活動はその後も続き、

いましたが、その 歳が視野に入ってきまし

80

ングをする。そして後片付け、来月の予定を

加者に案内を出し、当日には会場のセッティ

毎月、お願いする講師を決め、交渉し、参

を大事にしたいものです。

ためには未知との遭遇を楽しむという気持ち

生涯にわたってつくり続けていくもの。その

36
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80

2

11

（むらた さちこ） 立教大学英米文学科卒業後、ＮＨＫにアナウンサーとして入局。
報道番組のリポーターや社会性のある硬派の番組を中心に担当。1990年、解説委員に就
任。ＮＨＫスペシャル「あなたが寝たきりになった時」、ＮＨＫモーニングワイド「高
齢化社会」のキャスター他、多くの番組を担当。2004年、解説委員を退任後も高齢者
問題の第一人者として活躍中。現在、江戸川総合人生大学「介護・健康学科」学科長。

新しい
ふれあい社会づくりに
向けて
ふれあい

いきがい

助け合い

さわやか福祉財団は、子どもから高齢者まですべての人が、
それぞれの尊厳を尊重しながら、いきがいをもって、
ふれあい、助け合い、共生する地域社会づくりを一貫して進めています。
特に現在は、全国自治体が新地域支援事業で取り組んでいる
住民主体の助け合いの地域づくりを強力に支援しています。
どうぞ、皆様の地域の情報もお寄せください。

●

新地域支援事業・助け合いの地域づくり
北から南から

●

各地の動き

その他の財団の活動 など
ご支援ありがとうございます。
さわやかパートナー（賛助会員）
・
ご寄付者の皆様のご紹介

活動日記（抄）
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北 から
南 から

月

日〜 日）

新地域支援事業・
各地の動き
（2021年
●全国各地で、

推進の支援をしています
●活動の一部を紹介しています

生活支援コーディネーター・
協議体と連携
滝沢市（岩手県）

容が地域で生かされるように市担当者

多様な活動に参加するなど、学んだ内

構築について、住民主体による

ターが参加した。相談内容は、体制の

会福祉協議会の生活支援コーディネー

層づ

と打ち合わせを行い周知したところ、

最初に、市長寿介護課の丸山泰平氏

くりを具体的にどう進めていけばよい

が取り組み状況や課題等について話し、

名募集に対し、若い人なども含めて

講座では、行政説明に続き当財団か

か。

ら「今、助け合いを広げるとき」とし

その後、当財団の進行で南アルプス市

名ほどの申し込みがあった。

て講演を行い、アイスブレークとして

層の体

の斉藤節子氏から第

意見も出た。第 層・第 層生活支援

いいと思った」など意欲が感じられる

ってくれた。こういう活動が広がれば

も良く、「とても良いきっかけをつく

多様な事例を紹介した。参加者の表情

交換を行いながら理解を深め、今後に

と地域づくりを伝え、質疑応答や意見

もらいながら、住民主体の体制づくり

協議体の運営について事例を紹介して

南アルプス市の小林陽一氏からは

制づくりなどについて、また、同じく

層・第

「助け合い体験ゲーム」も入れながら

コーディネーターもファシリテーター

ついて議論した。

層

で参加し、住民主体の事業推進を目指
（鶴山）

して共に動き出した。今後もバックア
ップしていく。

同市では昨年度、モデル地区で第

層の協議体をつくっていこうと動き出

したが、コロナ禍もあり具体化が課題

となった。今年度は、「基礎づくり」
制整備アドバイザー派遣事業として、

づくり後の実践」を考えている。

「地域へのアプローチ」「

日／山梨県の令和 年度生活支援体

韮崎市（山梨県）

マは「地域の担い手養成講座」だが、

韮崎市の第 回支援をオンラインで行

回目。テー

日／岩手県のアドバイザー派遣事業

2

層の体制

講座への参加が目的でなく、参加者が

った。市からは行政担当者 名と市社
3

1

2

「今回の勉強会で、理解が進んでとて

助け合いを立ち上げる、または地域の

による滝沢市の個別支援

2

2

2

2

30
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1
1

3

6

25 20
17

1
1

30

もよかった。今後の

層づくりに向け

て動き出したい」との反応をいただい

年度生活支援体

（鶴山、三上）

た。財団として引き続きバックアップ
していきたい。
市川三郷町（山梨県）
日／山梨県の令和

制整備アドバイザー派遣事業として

目的を共有することを目的としたもの。
最初に、鶴山から「住民主体の地域づ
くりをどう推進していくか」として、

富士川町（山梨県）

日／山梨県の令和

年度生活支援体

回富士川町の支援に向けた

生活支援コーディネーターと協議体の

加。同町の概要と、これまでの体制整

当財団の鶴山と三上はオンラインで参

事前打ち合わせを行政、町社協と行い、

日の第

制整備アドバイザー派遣事業として、

関係、目指す地域像等について講義を

向けた打ち合わせが行われた。参加者

疑応答では、「

げまでの経緯等について紹介した。質
層と 層の違い

出され、事例を紹介しながら回答した。

体的にどうやっているか」等の質疑が

は何か」「住民の心を動かすために具

と小林氏、当財団の鶴山と三上。同町

支援センター、南アルプス市の斉藤氏

者は、県担当者、同町社協、地域包括

やこれまでの経緯について意見を出し、

していくことも必要。それぞれの役割

チームづくり、住民の助け合いを紹介

とが狙いである。同町では、全

持ち、行政と町社協の連携も進めるこ

しており、まずは関係者で共通理解を

層協議体の役割の共通

当日の話し合いで検討した方向性はそ

を意識しながら協力していきたい」な

住民座談会を行っているが、目的や意

区で

の 層の体制づくりに取り組むことと

層で共有していこうというこ

どの感想が聞かれた。事業についての

日／アドバイザー派遣事業による支

とになった。

2

住民主体の必要性を理解してもらうた

15

の後の

関係者の理解が深まり、前向きな意思

義が明確にならないことなどを課題と

援をオンラインで行った。同町の行政

（鶴山、三上）

が感じられる支援となった。今後も、

日には、

認識を持てるようにし、事例紹介等を

は、住民主体の地域づくり推進のため

富士川町の第

回支援を行った。出席

日 ／ ア ド バ イ ザ ー 派 遣 事 業 と し て、

の方向性を確認した。

行った。次に、斎藤氏と小林氏から南

事業の意義、助け合いを広める効果、

3

備の状況と課題について共有し、今後

1

アルプス市の事業の経緯や 層立ち上

は、行政担当者、町社協の生活支援コ

立までの期間は」「

層から 層、 層設

ーディネーター、南アルプス市の斉藤

日に実施する、市川三郷町への支援に

9

11

終了後には、「伝えることの大切さ。

氏・小林氏、当財団の鶴山・三上。

3

行うこととなった。また、同町の現状

1

2

3

していた。まずは、住民に支え合いと
名が参加し、事業につ
11
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2

層の体制づくりに向けて動き出す同

と社協から計

町を支援していく。

2

1

いての講義と質疑応答で理解を深め、

2021.8

39

2

11

2
3

1

3

22

11
22
22

体制づくりを進めた南アルプス市から、

こと。財団の進行で、フォーラムから

めにフォーラム開催を計画したいとの

きた。この流れで、今回は笹幡地区の

め、当財団も情報提供などで協力して

関係者の協議で検討を重ねて準備を進

援体制整備事業のさらなる推進に向け、

グループワークへとつないでいった。

説明と、「地域の困りごと」を考える

合い活動を広げる具体的取り組み」の

つのグループからの発表では、さ

今までの取り組みを紹介してもらいな

層協議体編成に向けた住民向けの

まざまな地域のニーズが浮かび上がっ

トを共有していった。例えば、事業推

地域づくりが進められている地域性も

説明会）を開催した。すでに前向きな

説明会（第 層協議体研究会住民向け

メージしながら、住民中心となる協議

きること」を考え、協議体の活動をイ

も認識できた。次回は「自分たちがで

して「移動支援が必要」だということ

第

進について、行政と社協ら関係者が共

あり、それらの取り組みと協議体との

てきたが、同時にどのグループも共通

通理解を持つこと、あくまでも住民が

関係性など、参加者からは積極的な意
（長瀬）

日／大野地区で「地域支え合いを考

大野市（福井県）

足を目指す。

主体であること、行政や社協はバック

層の役割

アップする立場であることなどを共有
層・

体編成を目指していく予定。 （髙橋）

層・

見が出された。引き続き検討を重ね発

い手の発掘、
や、協議体の目的等について事例を通
フォーラムの前に関係者の共通理解を

成に向けた住民勉強会の 回目で、地

市内 圏域目となる第 層協議体の編

える会」が開催され、当財団も協力。

岩手県

じ て ア ド バ イ ス を 行 っ た。 勉 強 会 後、
目的とした勉強会を開催したいとの意

れ、当財団から堀田力会長と鶴山が協

名が参

け合いを広める上で困っていること」

加した。申し込み時に「住民主体の助

市町村中 市町村から
ナウィルスの影響で 回目の開催から

を提出してもらい、それに沿って内容

力。

生活支援コーディネーターから 回目

33

2

2

日／岩手県で行政向け研修会が行わ

向を受け、取り組むことになった。引

区の住民約 名が参加した。新型コロ

生活支援コーディネーター
養成研修等に協力

した。また、財団からは、ニーズと担

がら、住民主体の地域づくりのポイン

4

き続き支援していく。 （鶴山、三上）
協議体編成のための
研修会・勉強会等に協力
渋谷区（東京都）

22

3

日／渋谷区では、昨年度から生活支

20

5

2

17

2

記憶を呼び起こし、財団からの「助け

の振り返りを丁寧に行うことで当時の

が最も多く、講義、事例、ワークショ

を企画した。課題として「やらされ感」

1

半年空けての開催となったが、第 層

1

40
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2

2

15

1

2

22

ップにおいて、住民主体の事業を行政

例が参考になった」等の意見が見られ

当財団もファシリテーターとして参加

行政担当者。

任の生活支援コーディネーターおよび

した。参加者105名、参加対象は新

市町村が手を挙げている。それぞれの

た。同県では、今年度の個別支援で
課題に向き合いながら推進する、住民

としてどう進めていくかをテーマとし
堀田会長が講演で、「助け合いで最

主体の助け合いの地域づくりを支援し

た。

ていきたい。

はオンライン研修前に動画配信してお

オンラインパートに分けて開催。講義

ーター基礎研修は、動画配信パートと

今年度の同県の生活支援コーディネ

も重要なのが住民主体。お金でなく、
群馬県

（鶴山）

心をどう動かすか」と問題提起があり、

日／群馬県の県レベルのバックアッ

住民の気持ちを動かしている山梨県南

との座談会など、感染防止をしながら

ラムや、協議体の情報交換会、集落ご

体の地域づくりを推進しているフォー

事例紹介では、コロナ禍でも住民主

ついて話した。

の働きかけ方（バックアップ）などに

役割、やらされ感がある住民への行政

ている。今回も、積極的な意見交換と

どを確認できる貴重な時間が確保でき

ており、各自治体の最新の進捗状況な

だが、西部ブロックは実質毎月開催し

ックに任せるという自由度の高い企画

れ、当財団も協力。内容などを各ブロ

ター連絡会が、西部ブロックで開催さ

進められている生活支援コーディネー

プとして、県内を ブロックに分けて

ネーターが関わった活動実践者

からの報告と、その生活支援コーディ

めに設けたもの。プログラムは、第

士のネットワーク形成にもつなげるた

で深め、生活支援コーディネーター同

受けて学んだことを、グループワーク

回のオンラインパートは、その講義を

合い）の創出」の講義を担当した。今

り、財団も「生活支援サービス（助け

アルプス市と新潟県村上市を紹介し、

情報共有が行われた。県レベルの取り

1

名か

層生活支援コーディネーター
2

「レスポンス良く地域に反応すること

ァシリテーターによるまとめとして

活支援コーディネーター柴明孝氏がフ

質疑応答で構成。最後に、川越市の生

2

層・第

グループワークで知恵を出し合っても

らの実践報告、およびグループワーク、
（長瀬）

組みとして参考になる取り組みである。

終了後のアンケートでは、「堀田会

ー基礎研修会のオンラインパートに、

日／埼玉県生活支援コーディネータ

埼玉県

らった。

生活支援コーディネーターと協議体の

新地域支援事業ができた経緯と意義、

4
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5

21
10

長の講話を初めて聞いた。助け合い活
動の取り組み方法について参考になっ
た」「多様なサービス、生活支援の事

2021.8

41

南から
北 から

川町）の第 回個別支援について情報
共有した。

説明を行った。 か月後に開催される

第 部では、実践的な内容を予定して

1

ーター基礎研修は、受講生のオンライ

昨年度の同県の生活支援コーディネ

くった。

とにより地域がつくられる」と締めく

ーである斉藤節子氏と小林陽一氏の協

アルプス市の生活支援コーディネータ

くこととした。昨年度と同様、同県南

ジを共有し、今後、具体的に詰めてい

修についても、開催形式や内容イメー

ーディネーター養成・スキルアップ研

は

しやすさを向上させたほか、第

に分け、開催日時を変えることで参加

た。また、第

を問わず広く対応できる内容で構成し

おり、県レベルの研修として経験年数

ン環境整備が整っていないことから講

力も得て、各市町村で住民主体の地域

部で

ブロック

義の動画配信のみだったが、次第に環

ブロックに細分化し、参加者が発

部は県内を

境も整ってきた。また、オンラインで

（鶴山、三上）

（長瀬）

言しやすい環境に配慮している。

助け合いの地域づくりのために協力

川越市（埼玉県）

日／川越市の「川越市サービスステ
ンラインで開催され、約250名が参

ィネーターのフォローアップ研修がオ

当財団も参加。同市は「重層的支援体

談窓口話し合い（会議）」 が開催され、

ーション」において、第

回「福祉相
加した。同県では、オンラインによる

制整備事業」に取り組み、すでに、子

ども、障がい、高齢、生活困窮の
を進めることができたため、全体を

部構成で計画し、この日は第 部とし

分

開催は昨年度に続き 回目となるが、

日、 日／愛知県で生活支援コーデ

愛知県

づくりが進むよう支援していく。

いとの要望を受け、今年度はオンライ
ン研修も実施した。生活支援コーディ

2

3

ネーター同士のつながりも生まれ、グ
（岡野）

ループでの情報共有により学びが深く
山梨県

なることが感じられた。

2

1

野が参加し多職種協働の会議を行って

年度生活支援体

4

17
ともに当財団が企画段階から協力して

市町村から派遣
市町村

2

いる。今回は年度の早い段階から準備

2

て、特に新任者を対象に基礎的な制度

1

ンで協力。今年度は

希 望 が あ り、 こ の 日 は 直 近

（韮崎市、笛吹市、市川三郷町、富士

4

て「地域づくり」の面でのアドバイザ

り」を充実させていくために、主とし

いる。今後さらに「参加」「地域づく

4

42

2021.8

が大事。そのためにも、地域を知るア
セスメントは大切であり、さまざまな
また、

2

あってもグループワークは行ってほし

月に実施予定の生活支援コ

資源や人を巻き込み、活用していくこ

1

9

30

制整備アドバイザー派遣事業の内容検

日／山梨県の令和

29

討に、当財団の鶴山と三上がオンライ

3

7
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1

北 から

南から
ーとして財団が市からオブサーバー参

加を求められて参加したもの。今後も

（岡野）

依頼に基づきオブサーバーで参加して

いく予定。

鶴山芳子、長瀬純治、三上宗佑）

（本稿は、岡野貴代、髙橋望、

情報紙

助け合いの仕組みづくりをさらに進めよう

『さぁ、
やろう』

vol.16

生活支援コーディネーターと協議体の取
り組みを考える情報紙『さぁ、やろう』。
新地域支援事業に携わり、地域における助
け合いの仕組みづくりを進めている方々の
参考となる記事を掲載し、全国の関係者の
皆さんに頒布しています。また、財団ホー
ムページからもダウンロードできます。
ぜひご活用ください。
【vol.16目次】
＊
「いきがい・助け合いサミット in 神奈川」紹介
＊サミットへようこそ〜分科会めぐり〜 堀田力
＊さわやか座談会
「コロナ禍の中で生活支援コーディネーターと協議体はどのように活躍しているか」
＊
「地域助け合い基金」状況ご報告
＊Topics コロナ禍の中でも助け合いを広めるために
【お問合せ】電話（03）5470-7751
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栃木県

丹 文子

丹 協子

関 正樹

茨城県

鵜川 洋子

福島県

平野 陽子

河村 憲二郎

宮城県

島川 敏文

小野寺 隆一

岩手県

森谷 公俊

松下 明子

羽島 豊

鳥井 昭男

鈴木 文雄

金谷 国士

千葉 県

三奈木 喜逸

永末 厚二

内村 実佳

青木 武雄

埼玉 県

橋本 玲子

新潟県

吉田 由依

三浦 靖夫

大坪 直子

石橋 幸恵

池内 節子

大阪府

松本 匡治

松本 一芳

細井 昭

北野 愛子

熊本県

原田 典子

香川県

坂東 恵子

徳島県

深田 普佐次

件）

東京都

金子 由美子

菅原 清美

神奈川県

保坂 雅宣

林原 満子

野口 正二郎

高澤 秀明

澁谷 勝彦

鹿野 真美

佐々木 美智子

小泉 洋子

倉持 喜久子

木村 敏夫

京都府

梅沢 久子

滋賀県

脊古 光子

静岡県

大沢 健

長野県

田中 寿和

小泉 榮子

富山県

吉田 秀一

林田 規子

黒木 詔子

広島県

平田 京子

久保田 秀樹

奈良県

高橋 威年

今井 幸夫

兵庫県

吉村 悦子

富田 妙子

木下 眞理子
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ご支援ありがとうございます。

月 日財団受付分） ※なお、自動振替の場合等、処理日と財団受付日にずれが出て掲載時期がずれる場合がありますことをご了承ください。

さわやかパートナーは、本財団の趣旨にご賛同いただき、財政的・精神的にご支援くださる賛助会員の皆様です。
会費は寄付金の一種として大切に活用させていただきます。
新規ご入会の会員の方、会員をご継続いただきました皆様も毎号ご紹介いたします。
また、個別のご寄付をいただきました皆様もご紹介させていただきます。
（敬称略）（2021年 月 日〜

川﨑 京子

音順）

蒲田 尚史

鹿野 哲

30

（都道府県別

さわやかパートナー個人（

1

21/07/27 13:29
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50

6

61

6

さわやかパートナー法人（ 件）

任意団体伊勢まごこ ろ

株式会社公文教育研 究 会

株式会社ザイマック ス

14
（

ＮＰＯ法人さわやかたすけあい草加

公益財団法人住友生命健康財団

ＮＰＯ法人たすけあいあさひ

50

音順）

音順）

50

ＮＰＯ法人たすけあいほっとライフ小川

（

万501円）

40

ＮＰＯ法人食べて語ろう会

有限会社ディーアンドイー

日本郵政グループ労働組合

株式会社八洋

ＮＰＯ法人福祉バンク大館

件）

4

三菱重工業株式会社

3

山崎製パン株式会社

一般ご寄付（

50

中根 敏雄（ 千円 ）

株式会社八洋（ 万 円 ）

ボランティア・ベンダー協会（

米田 俊子（ 万円 ）

2

『さぁ、言おう』バックナンバーのご紹介
◎お問い合わせは広報まで

電話：（03）5470-7751

メール：pr@sawayakazaidan.or.jp

2021年７月号

● 巻頭言 「子どもの共感力を地域で育もう」清水 肇子
● 厨房男子 原澤 益太郎さん
● さわやか福祉財団の軌跡
＜寄稿４＞ 思いを持った生活者の視点で住民の心を動かす 鶴山 芳子
● 活動の現場から ＮＰＯ法人ほっとあい（宮城県大河原町）
● 移住 悪くないですよ 寺田 幸代さん（岐阜県美濃市）
● 連載６ 老いの暮らしを創る 村田 幸子 ほか
2021年６月号

● 巻頭言 「70歳定年で社会は変わるか？」 清水 肇子
● 今風女子 北風 宗照さん
● さわやか福祉財団の軌跡
＜寄稿３＞ 異彩・異才の個性派ぞろい 鶴山 芳子
● 活動の現場から 西武狭山グリーンヒルおたすけ隊（埼玉県入間市）
● 移住 悪くないですよ 新地 章倫さん（長野県佐久市）
● 連載5 老いの暮らしを創る 村田 幸子 ほか
2021年5月号

● 巻頭言 「『思恩忌』春」 清水 肇子
● 厨房男子 中村 安宏さん
● さわやか福祉財団の軌跡
＜寄稿２＞ 清水さんのこと 丹 直秀
● 移住 悪くないですよ 阿部 幹司さん・幸子さん（宮城県栗原市）
● 連載4 老いの暮らしを創る 村田 幸子 ほか
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令和２年度 （2020年度）

決算が承認されました。
2020年度決算速報
期末指定正味財産

億２９１０万３１２０円

度の事業報告と決算について説明しま

が途切れないよう、また、各地の地域

同様、新型コロナウイルス感染症対策

理事会、評議員会ともに、まず堀田

共生の動きの支援に向けて、工夫を凝

した。まず、事業の報告について、令

力会長が、当財団全般について説明し

らしながら意欲的に取り組んできたこ

として、一部の評議員、理事、監事は

ました。評議員会では、「地域助け合

と、具体的には、動画の作成や都道府

和２年度はコロナ禍の中ではありまし

い基金」により、全国でさまざまな活

県に対してオンラインも活用しながら

ウェブ会議システムを利用して出席し

動をしている数多くの法人格を持たな

情報交換会の開催などの支援を行った

たが、全国の助け合い活動推進の動き

いような小さな団体を支援できたこと

こと、「いきがい・助け合いサミット

ました。

や、コロナ禍の中でも工夫をすればで

神奈川」の準備に精力的に取り組ん

地域共生社会に向けた社会の流れと当

活動の継続、発展を後押ししたこと、

益目的事業である社会参加推進事業、

れあい推進事業に加えて、当財団の公

だこと等が報告されました。また、ふ

きることがあることを動画で配信し、

財団の理念、取り組みの考え方に、
「い

の主要な活動について報告がありまし

情報・調査事業についても、それぞれ
の準備や参加申し込みの状況、住民主

た。決算については、その内容につい

神奈川」

体による地域共生社会づくりの働きか

て詳細な説明がありました。また、新

きがい・助け合いサミット

けに着手していることおよびその進捗

たに頂戴した故安田夛栄子様、故和田

６月４日に理事会、

日に評議員会

８億４３１５万４２４７円

状況についての４点の説明がありまし

様からの遺贈によるご寄付の内容や、

和子様、故澤谷静枝様、故設楽千惠子

を東京都港区のメルパルク東京にて開

続いて清水肇子理事長が、令和２年

た。

期末一般正味財産

in

催しました。主な議案は、令和２年度
事業報告並びに決算の承認です。昨年

21
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in

さわやか福祉財団

32

新たに１件の遺贈のお申し出があるこ
日に執り行

贈という形で残してくださった皆様に、
厚く御礼申し上げます。

議員会とも全会一致で原案通り承認さ
れました。

なお、事業報告並びに決算報告は、

との説明、さらに、３月

理事会、評議員会ともに、ご出席の

信幸）

った「思恩忌 春」についての説明があ

日付）

ついて討議した。

・決算承認の進め方に

2020年度事業報告

より成立し、総会での

（玉置）

り対応していきたい。

しても引き続きしっか

発言もあり、事務局と

けて各団体から活発な

今年度各事業推進に向

みんなで奮闘中。

り、神奈川サミットの準備を進めていこうと

て気を引き締めて、コロナ対策をしっかり取

チン接種が万全とは言えないので、あらため

いないので、ちょっと安心？

ころ、重篤な副反応が出たスタッフは

チン接種が話題となっている。今のと

●最近、財団内では新型コロナのワク

援に感謝いたします。

在職中にお寄せいただきました皆様のご支

■ 事務局 岩浅 暁美 さん

月

本誌付録および当財団のホームページ

会員団体中 団体

より、総会を開催した。
全

参加、 団体の委任状
提出を受けて総会は成
立。両共同代表の下、

議決案が全員一致

年度決算承認の件、
の

退職のお知らせ （

皆様から多くの貴重なご意見をいただ

日〉

りました。大変貴重なご資産を当財団

月

でもご覧いただけます。（内田

日〜

一般財団法人長寿社会
開発センター大上真一
氏を議長として、①

名出席

同日の午後も、同所

ただし、ワク

で同じくウェブ形式に

で承認された。また、

13

9

形式で開催した。役員

月

15

年度事業報告の件、②

名中

力両代表出席の下、役
員全

20

〈2021年

社会参加推進事業

24

20

2

6

き、活発な質疑応答の後、理事会、評

30

会は樋口恵子氏と堀田

6
12

（ 名委任状提出）に

13
1

社会人地域参加
推進プロジェクト
高連協 ２０２０年度

1

の理念と活動に共感していただき、遺

23

6
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役員会並びに総会開催

【６月 日】
高齢社会ＮＧＯ連携
協議会の役員会を、当
財団会議室にてウェブ

2021.8

47

24

熱い想い、
尊敬します

内田 友昭さん
75

歳
2021.8

それにしても、五十嵐様が早逝さ

Tsutomu Hotta

れたのは大変残念でしたね。

本当に、残念です

送付先

〒105 - 0011
東京都港区芝公園2-6-8
日本女子会館７階
公益財団法人さわやか福祉財団
『さぁ、言おう』編集部宛
FAX（03）5470 - 7755
E-mail pr@sawayakazaidan.or.jp
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30

神奈川県

＊添付の投稿ハガキや投稿用箋な
どをどうぞご活用ください。
＊掲載にあたっては、誌面の都合
により編集要約させていただく
場合がありますので、あらかじ
めご了承ください。

６月号「真っ直ぐに、 年」を読

みました。

鶴山さん、多くの先人のご努力が

あって今の財団があるのですね

活

本誌で取り上げたテーマへのご
意見・ご感想、人生100年時代
の生き方、ボランティア活動等
のエピソードなどをお待ちして
います

熱い想いを諸活動にぶつけられた方

『さぁ、言おう』は、皆
様の声を社会につなげる
問題提起型情報誌です。
ぜひ、ご意見をお寄せく
ださい。

々を尊敬申し上げます。

投 稿 募 集

48
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あなたの気持ちを助け合いの力に活かしませんか？

集いの

げ

場を

立ち上

こんなふうに
役立っています！
皆様のご寄付

使われなくなった老人憩い
の家を再活用し、住民が集
いの場を新たに立ち上げ

鳥取県
米子市

机・いす、体温計、コーヒーメーカー、
事務用品購入等を助成

助け合う地域
を目指し、外出支援、
部屋の掃除等の有償ボ
ランティア活動を開始
ボランティア活動保険
加入費用、消耗品費等を
助成

コロナ禍で認知症カフェから
農園プロジェクトへ。
多様な人たちの交流拠点に発展

京都府
京都市

活
動
を
屋内か
ら屋外
へ

ず
に負け
コロナ
ト
スター
い活動
助け合

新潟県
佐渡市

畑の賃借料、苗・農具購入費等を助成

ご支援、ご寄付を
どうぞよろしくお願いします。

財団ホームページ内
基金関連ページ

※詳細は、33ページをご参照ください。
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私たちはふれあいあふれた地域づくりを支援しています

さわやか福祉財団の活動をぜひご支援ください。
『さぁ、言おう』はみんなで新しい社会のあり方を考える問題提起型の情報誌です
■さわやか福祉財団の活動をさわやかパートナーとしてご支援ください。
個 人
年会費

Ａコース

法 人
年会費

Ａコース

▲

Ｂコース

▲

『さぁ、言おう』を毎月お手元に
お届けいたします。
さわやかパートナーは、さわやか
福祉財団の理念と活動に共感して
会員としてご支援いただく賛助協
力者の皆さんです。

（1 口）

Ｂコース

10,000 円
3,000 円
100,000 円
20,000 円

公益財団法人さわやか福祉財団の会費は、特別な特典を付与するもの
ではない賛助会費であり、寄付金の一つの形です。
■寄付金は税金の控除対象となります。
さわやか福祉財団へのご寄付は、所得税、法人税等の控除対象となります（所
得税の寄付控除額の上限は所得の40％−2000円）。

一般ご寄付を
いただく場合の
お振込口座

口座名義：公益財団法人さわやか福祉財団
郵便払込 ００１２０- ９- ６６８８５６※

三菱ＵＦＪ銀行 浜松町支店 普通預金 口座番号３７３１７１４
りそな銀行 芝支店 普通預金 口座番号１１７４２９７

※手数料不要の専用用紙をご用意していますのでお申し出いただければご郵送します。

＊いずれもお問い合わせは、編集部あるいは社会支援促進チームまでお気軽にご連絡
ください。
（mail@sawayakazaidan.or.jp）
はり絵・池田げんえい

「蛍」

「紺碧の空」

編集後記●ご遺贈くださった皆様、財団を
支えてくださった皆様に感謝の思いを込め、
「思恩忌 夏」を執り行いました（表紙裏）
。
●「真っ直ぐに、30年」は、財団のために
尽力された企業ＯＢの皆さんを紹介してい
ます（Ｐ４～）
。●「今風女子」は滝野文恵
さん。行動するパワーとその思いに迫りま
した（Ｐ14～）
。●「活動の現場から」は、
広大な一戸建て団地の住民たちが危機感を
共有し、助け合い活動を創出した事例です
（Ｐ20～）
。●「いきがい・助け合いサミ
ット」まで３週間となりました。開催内容
は今後、本誌でも紹介していく予定です。
2021.8
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身体のいたるところにガタがきた︒

思恩忌 夏を
執り行いました

ひと 新

りごと

大森 彌

生者必滅の理︒終活を急ごう︒

これまで縁あって多くの人びとの知己を得た︒

人は一人で生きていないし生きられない︑としみじみ思う︒

生者共生の理︒

助け合いを
広げよう！

●東京大学名誉教授

1940年東京生まれ。専門は行政学・地方自治
論。介護保険制度の創設と運用にかかわる。
近著に『老いを拓く社会システム』。現在、
成年後見制度利用促進専門家会議委員長。

これまで当財団の理念と活動に共感いただき、遺贈ご寄付をお寄
せくださった皆様、また、財団の活動を支えてくださった方々を偲
び、７月14〜16日に思恩忌

8月号
通巻336号 2021年8月10日発行
（毎月1回10日発行）
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福島康子
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夏を執り行いました。

思恩忌は毎年、東京のお盆であるこの時期に行ってきました。今
年は、３月のブロック全国協働戦略会議の場で「思恩忌 春」を行
い、今回は「思恩忌 夏」として財団事務所前に祭壇を設え、会長、
理事長、職員一同で、故人の皆様のご冥福をお祈りしました。
ご遺志にしっかりと報いるよう、今後も財団全員が一丸となって、
地域共生社会づくりに向けて活動を進めてまいります。
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令和3年8月10日発行（毎月1回10日発行）

通巻336号

コロナ禍を乗り越えて、
地域共生社会実現に向け、一緒に前に進みましょう！

● 2021年

人生100年時代 共生社会の生き方情報誌

月号 ●

8

8

共生社会をつくる地域包括ケア

令和 年 月 日発行
︵毎月１回 日発行︶

さぁ︑言おう

いきが
がい・助
い・助 け 合 い
サミット iin
n 神奈川
〜生活を支え合う仕組みと実践〜

3

10 8

いよいよ開催です！
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東京都港区芝公園2︲6︲8
日本女子会館７階
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-0011
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開催
場所
開催
形式

2021年

９月1日（水）・２日（木）

パシフィコ横浜

（横浜市西区みなとみらい1-1-1）

会場参加 および
オンライン視聴
● 全体シンポジウム

主な
内容

「幸せな人生と社会に不可欠ないきがいと助け合い」

● 分科会：第１部から第３部まで34分科会
● ポスターセッション
● 全体発表会 など

人生１００年時代の
新しい
いきがい・助け合い社会を
みんなで考え、
発信します！

さわやか福祉財団
2019年「いきがい･助け合いサミット in 大阪」の様子
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