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● 2021年

人生100年時代 共生社会の生き方情報誌

月号 ●

10

10
令和 年 月 日発行
︵毎月１回 日発行︶

さぁ︑言おう

コロナに負けず助け合い活動スタート

3

10 10

新潟県
佐渡市

10

通巻 号

ボランティア活動保険加入費用、
消耗品費等を助成

338

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

さわやか福祉財団

10月号_表1・表4.indd 1-3

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

子ども食堂から配食へ
コロナ禍で、

子ども食堂が 和歌山県
橋本市
困窮家庭に食料を配布
食料購入と事務費を助成

皆様のご支援が、地域の助け合いを広げます。
地域助け合い基金へのご寄付を
どうぞよろしくお願い申し上げます。
※詳細は、本文20ページをご参照ください。

財団
ホームページ内
基金関連ページ

21/09/30 12:00

所有することを求め続けることをなくし︑

互いに助け合って暮らす﹁つつしみ﹂の心こそ︑

新しい文明像と個々人のライフスタイルを考える上での

キーワードになる︒

﹁つつしむ力﹂とは︑地球という大きな視野の中で

幻冬舎発行﹁コロナの暗号﹂より抜粋

自分が果たすべき役割を意識して行動することだと思います︒

い き が い・助 け 合 い
サミット in 神 奈 川

助け合いを
広げよう！

ひと

ご参加ありがとうございました！

りごと

９月１日・２日に開催しました「いきがい・助け合いサミット in 神奈川」
は、コロナ禍の状況を踏まえ、オンライン視聴を基本に全国から3000名を超
える皆様にご参加いただ

全体シンポジウム

きました。 全体シンポジ
ウム、34の分科会、139
の活動ポスターなど、大
変ご好評をいただくことが
できました。
ご参加・ご協力いただ
きました皆様に、心より

● 生命科学、特に遺伝子研究の権威として活躍さ

厚く御礼申し上げます。

れ、本誌2018年10月号「堀田力が聞く 生きざ
まストーリー」でも遺伝子スイッチＯＮの効果
を多角的に語ってくれました。2021年4月逝去。
（今回のメッセージは、奥様のご許可を得て掲載させ
ていただきました）
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分科会

活動ポスター展示

集大成となる 第３回「いきがい・助け合いサミット

in 東京」は

2022年９月１日（木）・２日（金）に東京・品川で開催します。
ぜひご参加ください！
※詳細は決まり次第、本誌、財団ホームページ等でお知らせします。
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CONTENTS
2 新しいふれあい社会 実現への道

サミット御礼

同じ時間と空間を共有してつながる大切さ

清水 肇子

4 さわやか福祉財団の軌跡 真っ直ぐに、30年
寄稿７

地域を学び、羽ばたく自治体研修生
財団の事業を支える強力な助っ人
さわやか福祉財団 理事長

清水 肇子

10 広げよう つなげよう 地域助け合い 活動の現場から

居場所を拠点に出会い・つながり、
自然に助け合える関係づくりを

高南の居場所 あえるもん（静岡県袋井市）

15「地域助け合い基金」状況のご報告／助成先のご紹介
21 移住 悪くないですよ 第10回

途上国支援から島の保健室へ 役に立てることを求めて
野澤 美香さん（愛媛県宇和島市・九島）
26 連載 9 老いの暮らしを創る

喪失との道連れ

福祉ジャーナリスト

村田 幸子

新しいふれあい社会づくりに向けて
●

新地域支援事業・
助け合いの地域づくり
30 北から南から 各地の動き

●

その他の財団の活動 など
33 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

35 ＮＥＷＳ＆にゅーす
36 さわやか活動日記（抄）

20
「基金」ご寄付のご案内／28 財団ホームページリニューアルのお知らせ／34 全国交流フ

ォーラムのお知らせ／38 みんなの広場 / 投稿募集／40 さわやかパートナー・『さぁ、言お
う』のご案内 / 表紙絵から
助け合いを広げよう！ 新・ひとりごと
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村上 和雄
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サミットの内容は本誌次号でも概要を報告予定ですので、読者の皆様もぜひご覧ください。

視聴が可能ですので、ぜひこれからの活動に活かしていただけることを期待しています。また、

に期間を定めて、全体会・分科会の再視聴手配をすすめています。お申し込み以外の分科会も

11

2

2021.10

新しいふれあい社会 実現への道

サミット御礼

同じ時間と空間を共有してつながる大切さ

神奈川」を開

さわやか福祉財団 理事長 清水 肇子

去る 月１日（水）～２日（木）にかけて、「いきがい・助け合いサミット

お申し込みいただいた皆様に、素晴らしいパネリストの発言をしっかりお届けしたく、 月

部の皆様にはご迷惑をおかけしまして大変申し訳なく、改めてお詫び申し上げます。

ど慌ただしくお手数をおかけしました。また、オンライン視聴の配信による不具合があり、一

ていた多くのパネリストや参加者の方々にも、直前でオンラインへの変更を再度お尋ねするな

一方で、コロナの感染状況の収まりが見えない中での開催により、当初会場参加を予定され

が全国からご参加くださいました。心より御礼申し上げます。

ナ禍を踏まえて会場参加とオンライン参加を併用し、3000人を超える熱いお気持ちの方々

催しました。一昨年９月の大阪サミット以来２年ぶり、２度目の開催となります。今回はコロ

in

21/09/30 13:03
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今回のサミットでは、全体シンポジウム、 の分科会、そして全国からの１３９の活動ポス

ターもネット展示を行い、全体として大阪サミット同様に大変好評をいただいた。中でも、

「遠方開催では予算がなく、参加もできず仲間づくりもできない。生活支援コーディネーター

が１人だと常に孤独。今回はオンライン開催で参加できてよかった」など、オンラインだから

こそ参加でき、情報をしっかり得ることができたという声が多く寄せられた。一方でオンライ
ンの効用を認めつつ、直接会えなかったのは残念だという声も同様に多く届いた。

「オンラインで済ませられることが多いとわかった上司も多く、外に出て行くことに疑問を持

たれることが増えています。来年は、人を集めて開催することの必要性も伝えてもらえると助

かります」。 まさに、これはサミットの企画意図にある、つながり合うことの大切さに通じる。

元々人は、ふれあい、助け合って暮らしてきた。自己責任や自助の概念が強調され続ける中

で、本来輝くべき一人ひとりの個性が、実は逆に押しつぶされそうになっている冷たい社会。

これを何とか改め、いきがいを高め合える共助共生の社会をみんなの手で創ろう、そのために
つながり、学び合おうというのが開催に込めた基本の思いだからだ。

全体シンポジウムでは、総合地球環境学研究所所長の山極壽一氏から、「言葉はなくてもい

い、同じ時間、場を共有することが大切」と、共感や信頼感の醸成について人類の進化を踏ま

21/09/30 13:03
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えた提言がなされ、これも多くの反響を呼んだ。言葉、脳によるコミュニケーションに頼りす
ぎず、見る、聞く、食べる等の身体的な同調がとても大切なのだという。

多様性の時代とは、その多様性をそのまま放っておくことではない。認めることはつながり

合うための前提だ。集大成となる来年９月に予定の東京サミットにおいては、住民主体で地域

共生をすすめるための方策を共有し、誰もが輝ける未来への扉を皆で大きく広げていきたい。

2021.10

3

34

周年を迎えることと

のは全国の本当に多くの皆様のご支援のおかげで
月に向けて、さわやか福祉財

あり、心から感謝申し上げます。
周年を迎える

派遣という形で在籍してくれた自治体研修生の皆

本シリーズも終盤です。今号では、当財団に研修

業や運営を中心にお伝えしてきました。いよいよ

団の軌跡を、特に今につながる活動初期の頃の事

11

さわやか福祉財団 理事長 清水 肇子

4

2021.10

寄稿

月で

月にさわやか福祉推進センターと

財団の事業を支える強力な助っ人

1991年
して創立以来、この

30

なります。ここまで活動をすすめてこられました

11

11
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30

さんの活躍ぶりを中心にご紹介します。

さわやかインストラクターさんの助け合いの現場を研
修で訪れる。後方で看板と旗を持っているのが当時の
研修生（2003年）

7

地域を学び、羽ばたく自治体研修生

30

住民主体の地域づくりを学ぶ
「さわやか福祉財団って、何ですか？
初は思いました（笑）」

って最

毎年財団に来る自治体研修生の多くから、よ

りに必要な住民主体の視点を直に学んでもらい、

将来の職務で生かしてほしいというのが財団の
一番の受け入れ目的だ。

主体的に考え、動ける職務環境を配慮

先には不安と期待を持つものだが、特に公務員

「皆さんが笑顔で迎えてくださり、ほっとしま

ら益田結花さんが参加してくださった。

1997年、最初の研修生として、京都府か

の皆さんにとって、民間の非営利組織となると

した」と、当時何度か益田さんから聞いた記憶

くこんな話を聞いて笑い合う。誰でも次の異動

驚いて当然だろう。
年を期間と

がある。突然の転勤で慣れない東京での一人暮

年から

らしは、さぞ緊張もしていたことだろう。しか

当財団では、毎年度、

～ 名の公務員の皆さんを研修生とし

て受け入れている。大きく分けて行政職員と、

打ち解けてくれていた。

しそんな不安はまったく感じさせずに、すぐに

して、

教育委員会からの学校の先生に分けられるが、

皆さんであり、関心のある事業に他のリーダー

元々行政や学校現場で鍛えられている優秀な

修生で、どこまで何をやってもらえばいいのか、

会を活かそうという姿勢が伺えた。初めての研

割をしっかりと理解し、またせっかくの研修機

聡明で仕事も早く、何よりも財団の社会的役

職員同様に関わってもらっている。コロナ禍で

当初は皆も探りながらの状況。〝助け合いの地

他に法務省からも派遣していただいた。

現在は難しいが、出張も全国に出向き、プロジ

域づくりを自ら学び、生かしてもらう〟という

そのままの姿勢でいいのだということを、最初

ェクトによっては、企画から実践、予算執行ま
で責任を持って担っていただく。公務員という

に確認できたことは財団にとって、とても大き

2021/10/04 14:48
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2

立場では見えづらいもの、これからの地域づく

2021.10

5

2

1

1

神奈川サミット
・分科会で発表
の山本千恵さん。

ったと思える方だ。財団の助け合い事業

も、最初の派遣研修生が益田さんで良か

かったことと思う。今改めて振り返って

たが、およそ

推進やネットワークづくりを担当していただい

遣研修生。神奈川県を中心に全国の助け合いの

として活躍中の山本さんは、1999年度の派

年を経て県を代表する立場で、

の中心的な役割を自然に担ってくださり、
派遣期間終了時は、皆が本気で「あと

祭町から派遣があり、

県、栄町、栗山町、矢

長野県、愛媛県、栃木

火災保険（株）（当時）からの出向者。「地域

返る。五十嵐純事務局長も蒲田さんも東京海上

を担当していたリーダーの蒲田尚史さんが振り

の指示だったんですよ」と、社会参加推進事業

に必要性を説きながら人材派遣を働きかけ、道

今年度は神奈川県から
神奈川県でいえば、

みながら、1999年度からは、東京都教育委

を拓いてくれていた。その後様々な人の縁を生
神奈川」で、

福祉子どもみらい局福

ださった。現在、県の

千恵さんが登壇してく

子さんと中学校の先生である中村豊さん。以来、

派遣されてきたのが、高校の先生である柳久美

理職の選考試験に合格した人たちだ。この年に

こちらは都の小・中・高・特別支援学校の管

員会から先生方の派遣も始まることになる。

祉部高齢福祉課の課長

パネリストとして山本

サミット

「いきがい・助け合い

を学んでいただく場に」と、折々に企業や行政

「自治体からの派遣は、当時の五十嵐さんから

派遣終了後も様々なつながり

当財団の全国サミットに戻ってきてくださった。

20

沼崎未来さんが参加。

続いて行政職では、神奈川県、北海道、

ていた。

年どうですか？」と、無理なお願いをし

1

6

2021.10

2021/10/04 14:48
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in

30

今年度の三上宗佑さんまで

年間、都の研修生

を受け入れている。財団を卒業後は、副校長、
校長、あるいは主要な教育行政の部局で重職を
務めながら活躍されている。
古巣に戻ってからも、当財団の事業と関わり
を持ってくれた方もおり、そのつながりで、特
別支援学校の子どもさんたちの社会体験実習も
受け入れさせていただくこととなった。
る。ボランティア

定年を機に自費出版された本が送られてきた。

ようになった。柳さんからは、ちょうど今年、

加えて、少しずつ定年退職の挨拶状も頂戴する

そして約四半世紀。最近では、異動の挨拶に

会いなど、これは、多くの研修生が財団を通じ

アさんたちとの出

ふれるボランティ

性、エネルギーあ

組織づくりの重要

体験の大切さや、

『縁』とタイトルが印刷されている。柳さんは、

た学びの成果として同様に話してくださること

地域現場を学び、本業に生かし、
そして自ら実践へ

その後高校の校長として、また都の教育に関す

年という短い期間ではあっても、地

だ。

域の皆さんとのふれあいは長く心に残る。こう

～

る研究会や審議会等の委員や東京都高体連の理
事長など幅広い活躍をされ、直近では幼稚園の

した人事交流がぜひさらに広がっていってほし

2021/10/04 14:48
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1999年に都からの最初の研修生となった柳久美子さん

園長を務められている。こうした仕事の中にも

2

いと改めて願う。

1

財団での経験が大いに生かされたと綴られてい

2021.10

7

23

年にわたり当財団の事務局を支えて

中村豊さんも校長となり各方面で活躍されて

もない。夜行バスや深夜の往復、物資支援でト

から、丁寧に事業や理念を説明しているゆとり

くださった。今は教育分野の非営利団体や区の

の環境だったが、まさに、これこそが地域。必

ラックに乗ったりと、例年の研修生とは大違い

定年後、
教育委員として活躍されている。

要なニーズに即応する取り組み、できないこと

を嘆くのではなくできることを探す、という姿

年間、

教職の先生方が研修生として参加してくださっ

勢を学び取ってもらう機会になったことと思う。

また、神奈川県の教育委員会からも約
た。2007年度の研修生である大坪直子さん

なんとか被災者の皆さんのために少しでも復興

に尽くせればという思いを共有して、高い実務

は定年後に居場所づくりをすすめ、当財団の居
場所ガイド作成も担当していただいた。

能力で見事に力を発揮してくれていた。

研修生の皆さんの希望にはできる限り添える

に、東京に避難されていた福島県外避難者の皆

教委派遣ということもあり、被災地支援とは別

この年の研修生の一人、松村英二さんは、都

ようにと思いつつ、年によっては大きな柱の活

さんの支援を責任者として担当していただいた。

東日本大震災支援でも手腕を生かして大活躍

動がありそれが難しい場合もある。その一番が、

ストラクターさんと共に被災地支援一色となっ

2011年以後数年間は全国のさわやかイン

変な難事業だったが、避難者の皆さんに誠実に

間関係が絡み合う。財団の現職員であっても大

援とはまた違う深刻な課題が山積し、様々に人

原発問題や除染、賠償金など、他の被災地支

た。ゼロからの手探りでの支援、遠方の沿岸部

向き合い、財団としての支援の枠組みを構築し

東日本大震災の復興支援だ。

年度の

研修生は特に心身両面で大変な苦労を背負って

被災者同行会」の取り組みを気にかけてくれて

てくれた。財団を卒業後も、発足した「福島県

の被災地との往復を含め、発災直後の

いただいたことと思う。財団の職員も皆必死だ

2021/10/04 14:48
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福島県からの避難者交流会参加の皆さんと、写真中央は都から派遣の松村英二さん（2011年）。
幼いお子さんを連れて参加してくれた方もいた

今、財団で、ご支援をいただいた故人を偲ぶ

「思恩忌」で、ご遺贈者の方々と一緒にはにか

いたが、ある日予想も
しない連絡が届く。突

んだ笑顔の写真を飾らせていただいている。

多くの親御さんや教え

させていただいたが、

たという。通夜に参列

できたことが一番の財産です」と言ってくださ

を行っている人たちがいるということを、実感

「こんなにも真剣に地域を思い、助け合い活動

研 修 生 の 皆 さ ん が 戻 ら れ る 時、 多 く の 方 が

＊

子らしき子どもたちが

る。これはさわやかインストラクターさんが各

＊

涙しながら偲ぶ姿にこ

地で温かくまた厳しく導いてくれたおかげでも

＊

然の訃報だった。まだ
代の若さで病に斃れ

ちらも言葉が出ない。

活動に追われる中で、時には息子や娘のように

ある。毎年、代わる代わる訪ねてくる研修生を、

の光景が思い出された。

心配し、面倒をみてくださった。財団での研修

ある避難者交流会で
閉会後の人気のない受

成果は、まさに地域の皆さんの支えによるもの

直接のかかわりはなくとも、会員として支援

付の陰で、高齢の男性
てくれていた。こちら

してくれていたり、ふらっと顔を覗かせてくれ

に他ならない。
に気づくと赤い目で控

たり、これもやはり人と人とのつながりがあれ

2021/10/04 14:48
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を涙を流しながら慰め

えめに笑顔を向けて、

た経験を生かして、ぜひそれぞれの立場で、さ

ばこそだろう。地域のすばらしい方々と出会っ
配ありません、という

らなる活躍をしてほしいと心から願っている。

うなづいてくれた。心
ように。

2021.10

9

40

広げよう つなげよう 地域助け合い

活動の現場から

居場所を拠点に出会い・つながり、
自然に助け合える関係づくりを

高 南 の 居 場 所 あ え る も ん （静岡県袋井市）

月、袋井市高南地区に開設

こうなん

いつでも誰でも参加できる常設型居場所は、人と人がつながり、絆を育み、人が「共に生きる」こと
の大切さを実感できる場所です。そんな共生社会の実現を目指して、今年

されたのが、「 高南の居場所 あえるもん」。 地区住民とＮＰＯの協働という新たな形の取り組みにも注

できた「たすけあい遠州」。 利便性の

（取材・文／城石 眞紀子）

てこの地には、誰もが気軽に立ち寄れ

階にあり、

良いＪＲ袋井駅前のビル

「いつ来ても、いつ帰ってもいい」が

コンセプト。誰もが自由に過ごせるこ

10

2021.10

2021/10/04 11:28
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4
る常設型の街の居場所「もうひとつの
家」があった。主宰していたのは、

995年から助け合い活動に取り組ん

1

目が集まっています。

地区の課題解決のために
住民自ら居場所づくりに着手
静岡県西部に位置する袋井市。かつ

1

空き店舗を改修
して開設された
「あえるもん」

ていた。

係も広がっ

の場となっていて、助け合う関

で多くの人の出会いとつながり

ど、コロナ禍でもできることをと、変

居場所〟、 有償での任意の助け合いな

参して出向く〝出前居場所〟や〝青空

気になる方のお宅へ手作りの昼食を持

家』を閉じました。そしてこの

場を失ってしまった人たちがいると聞

家』が閉鎖になり、高南地区にも行き

考 え て い た 矢 先 に、『 も う ひ と つ の

「その課題解決の提案をまとめようと

方策を考えようと勉強会を重ねてきた。

エリアまちづくり研究会」を発足し、

「しかし、

化を試みながらふれあい活動を続けて

きました。それで、まずは日常的に集

年 以 上 続 け て き た『 も う ひ と つ の

新型コロナ

きました」と話すのは、当財団の評議

まれる居場所づくりから始めてみよう

の場所は、子どもから高齢者ま

ウイルスの

員でもある、たすけあい遠州代表の稲

年は、 地域の課題を洗い出し、まちづくりの

感染拡大で

名の計

名の発起人からな

歳）
。

居場所の実現には、場所・資金・ボ
危機感を持った住民有志

とになると、 のままでは高南は廃れてしまう」との

たくさんの共感と支援を得て
スピード開設を実現

長の宮内禎久さん（

について語るのは、「実現する会」会

ち上げました」と取り組みのきっかけ

る『高南に居場所を実現する会』を立

名、女性

してくれる新たな仲間を募り、男性

と動き出すことに。活動の主旨を理解

葉ゆり子さん（

歳）
。

活動自粛を

その稲葉さんも開設に参加して新た
に立ち上がったのが、「高南の居場所

余儀なくさ
れ、このま

あえるもん」だ。
高南地区は、ＪＲ袋井駅から徒歩

ま家賃を払
い続けたら

分にある人口約3500人の閑静
な住宅街。

～
くれる皆さ

て開発され、近年は少子高齢化が顕著

寄付をして
んの気持ち

に進んで中心エリアの高齢化率は

年ほど前に住宅用地とし
を無駄にし

を超えている。
こうした実情の中、
「こ

％
てしまうこ

15
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ランティアスタッフの確保が必要とな

月、

8

2021.10

11

20
13

人が「高南
昨年

5

月から公共施設

る。そこで、実現する会ではまず場所
せていただいている。

事例として支援し、その情報を共有さ

団も住民主体の地域づくりをすすめる

すも戸棚も鏡も、すべて地区の人から

れたそう。室内に揃ったテーブルもい

たくさんの人が手弁当で駆けつけてく

うところの借入金です。立ち上げ当初

金する約束で集めた基金で、企業でい

もいて、長年にわたる地域活動が、新

「お世話になりました」という人たち

うひとつの家」に行き、関わりを持ち、

探しから開始。 年
の空き家借入の可能性について市担当
許可という結果に。幸い、並行して調

は、この資金集めがうまくいくかどう

たな居場所への理解と共感につながっ

の寄付。協力者の中にはそれまで「も

「預け金というのは、開設

査・選定を進めてきた地区内の空き家

かまったく見通しは立っていなかった

たことは想像に難くない。こうして構

年後に返

課および管財課と協議を始めたが、不

や空き店舗から、「使ってもらっても

のですが、『いいことだから応援する

想から

いい」という物件が見つかり、昨年
月中旬に賃借契約を結んだ。

よ』と言ってくれた方が少なからずい
家計に響かない程度の金額で5000

年

「残る課題は、資金とボランティアの

たことに、とても勇気づけられました。

以上使っていなかったため、改修工事

万円ぐら

円から

割を超える世帯からご支援

月、商店街の一角で「あえるもん」

21

はスタートした。

ＮＰＯも地域の中へ
地区住民と助け合いを広げる

・

開設から半年。あえるもんは、その
・

・ ・ ・

名の通り、「ここに来りゃ、誰かにあ

運営を担うボランティアスタッフは団

０万円、預け金160万円が集まり、

れる作業ボランティアを募ったところ、 ている。

清掃や壁塗りなどの修繕を手伝ってく

「自分たちでできることはやろう」と

語り合う居場所としてにぎわいを見せ

誰でもが気兼ねなく集い、ふれあい、

また、改修工事も業者任せではなく、 えるもんねぇ」とばかりに、いつでも

いただくことができました」（宮内さ

1

塊の世代を中心に 数名を確保。当財

その結果、地区住民から寄付金１２

依頼するとともに、ボランティアスタ

世帯の

い。〝薄く広く〟を目指し、全120

万円、多い方でも

が必要でした。さっそく、居場所に関
する案内パンフレットをつくり、自治

2
ん）

会の協力を得て班内回覧で資金協力を

1

1

年足らずのスピードで、

確保です。借り受けた空き店舗は 年

6

ッフの募集も行いました」
（宮内さん）

0
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広げよう つなげよう 地域助け合い 活動の現場から

～ 代までと幅広く、 日の来場者は

も食堂も開いています。利用者は 歳

したり、ランチを提供。土曜日は子ど

「スタッフが交代で常駐し、お茶を出

だいてます」

過ごしていた

ありますが、皆さんに自由に、楽しく

ナ禍の中、慎重に活動を進める場面も

い人たちも家族で来てくれたり。コロ

来てくれたり、子ども食堂の日には若

と離れたところからもランチを食べに

（

んが言えば、副代表の丸岡孝太郎さん

の居場所にもなっています」と中村さ

なつながりが生まれ、楽しい自分たち

私たちスタッフかもしれません。新た

「ここができて一番喜んでいるのは、

た人たちも足を運んでくれている。

で協働。「もうひとつの家」に来てい

～ 人。地区の人だけでなくちょっ

歳）は「私の趣味はスタッフの皆
というのは、
（上）利用者は思い思いに自由に過ごす
（下）日替わりのランチは300円。月に２回は手打ちそばの日も

さん（ 歳）
。

表の中村邦子

あえるもん代

し て、「 こ ん な も の が あ っ た ら い い

得意の日曜大工や電気工事の技を生か

さんの喜ぶ顔を見ることです」と言い、

70

1

事作りや来訪

トに入り、食

バーがサポー

遠州」のメン

「たすけあい

経験者である

居場所運営の

開設には、

自宅まで。認知症の人がタクシーで来

たら送りますよ」と声がかかり、車で

えた女性が帰ろうとしたら、「よかっ

降り出した雨の中、手に大荷物を抱

助け合いや見守りも生まれ始めている。

人たちも気になる人に声をかけるなど、

で日常的に応援。また、居場所に来た

な」というみんなの願いを叶えること

者への対応等、 てしまったときには、「帰りは送るよ」

と申し出てくれた人もいた。そうかと

2021/10/04 12:13
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広げよう つなげよう 地域助け合い 活動の現場から

歳の男の子を、何人ものおばあちゃ

思えば、母親が不在中で泣き止まない
層生活支援コーディネーターは

ることがわかりました。また、地域担

地域には素晴らしい人材がたくさんい

です。全国各地で活動する仲間にもそ

広がっていくのではないかということ

が広がりができて、思いも助け合いも

日常的に顔を見せ、当たり前のように

もみんなで楽しみながら活動に取り組

のことを伝えていきながら、これから

当の

やしたり。そういうびっくりするよう

情報交換ができる状況。『ここに来れ

んでいきたいと思っています」

んたちが代わる代わるに抱っこしてあ
なことがすでに起きているという。

ば大丈夫よ』と、高齢者を連れてきて

居場所の効用について稲葉さんは、
人が出会うだけでなく、それぞれがお

そうした中で気づいたのは、ＮＰＯも

いて、行政ともつながりができました。 その実践から今後も発信していただき

身近な居場所だからできることを、

互いに気になる存在になって、口を出

地域の中で自

「居場所があるとそこが拠点となって、 くれる地域包括支援センターの職員も

したり、手を出したり、耳を傾けたり

分たちの活動

高南の居場所 あえるもん

袋井市高南地区で、常設型の居場所を開設

する住民ボランティア組織。高齢者らが孤

独感から解放され、居場所を訪れることに

より同じ境遇の仲間と出会い、生き生きと

した日常生活を楽しむことのできる場所の

提供を第一の目的に、支える人も、支えら

れる人も共に幸せを感じられる共生社会の

実現を目指して活動している。開設時間は

火～土曜日の9：30～16：30 。火～金は

300円のランチ、土曜日は子ども食堂（小

中学生は無料・その他は200円）も行って

いる。

●連絡先／〒437 - 0037

静岡県袋井市清水町15 -10

たい。

して小さな助け合いが生まれやすくな

電話 090 - 7027 - 9864

を生かすほう

（副代表・稲葉氏携帯）

るように思う」と話し、こう続けた。
「これまでは
自分たちの思
いでＮＰＯ団
体を立ち上げ
て活動してき
ましたが、今
回、機会を得
て地域と協働
をしてみたら、

（手前右から時計回りに）「あえるも
ん」代表の中村さん、同副代表の稲葉
さん、丸岡さん、「高南に居場所を実
現する会」会長を務めた宮内さん

14
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1

「地域助け合い基金」状況のご報告
市民や企業、団体、学生さんが活動
を理解し協力してくださっています。
◇助成金で感染予防の品を買い、コロ
ナで休んでいたサロンも再開しまし
た。皆さん待っていてくださって全
員参加してくださいました。
◇子どもから高齢者まで、異年代の方
たちが訪れており、交流の場づくり
の第一歩は踏み出せた。ボランティ
アさんは、「ここに来なければ会う

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。

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」
。
月 日までの状況をご報告いたします。

千万円を供出

◎寄付受付額
198件 ３０４５万６７００円
このほかに当財団より

当財団ホームページ開示時点）

ことのなかった人たちと出会えるこ
＊

とが楽しい 」と言っておられます。
＊

地域共生社会を実現するために必要

＊

た団体・個人の方々からは報告書とともに感

様のご支援・ご寄付をよろしくお願い

な活動が継続されるよう、引き続き皆

せていただきます。

申し上げます。
（事務局長・内田）

◇助成金で食料を購入しお渡しすることがで

謝の言葉が届いています。いくつかご紹介さ

できた、あるいは活動を継続することができ

皆様のご寄付によって活動を始めることが

（ 月 日

◎助成実行額
５７１件 ７７１４万４８９７円

9
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き、とても喜ばれた。現在は多くの地元の

2021.10

15

15

9

●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

9

＜地域助け合い基金担当＞
基金に関する
電話：
（03）5470-7751 FAX：（03）5470 - 7755
ご意見・お問い合わせ
メール：mail@sawayakazaidan.or.jp

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」。 今月号は、サロンから始まった有償ボランティア活

動、困窮家庭への食事支援、不登校の子どもと保護者への支援に対する助成をご紹介します。

担ったところ、「自分たちでも地域課題を解決できる」と

ロン会員たちが地域内の簡単な「さりげない見守り」役を

活動を始めたきっかけは、サロンでの集まりでした。サ

応できるのが特徴、とのこと。

め、支援者と調整がつけば、時間や曜日も比較的柔軟に対

物支援・通院補助、話し相手などです。地域内の活動のた

です。取り組み内容は、庭の草取り、植木の手入れ、買い

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、ぜひ全国のさまざ
まな活動をご覧ください。

埼玉県川越市

サロンから有償ボランティア活動開始
柔軟な対応で住民が助け合い

万円

いう声が上がり、発足することになったということです。

「できる人が、できる時に、できることを」をキャッチフ

16
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ふじくら たすけあいの会

助成金額

たすけあいの会」は2018年 月に活動を

15

開始した、地域内の住民相互の有償ボランティア活動団体

「ふじくら

4

レーズに活動しています。また、「助け合い活動をしたい

告等も行っています。「『じゃ、やってみようか』という

声をうかがうと、こちらもうれしくなります」とのことで
す。

年後を見据えた体質強化のためにハード面を整

ソフト面は充実してきたという「ふじくら たすけあい
の会」。

えたいと、本基金の助成金はＩＴ環境等を整えるために活

用していただきました。これからも「元気ですか？ 何か

気になることはないですか？」を合言葉に軒先訪問を行い、

「ふじくららしさ」を出して活動していくそうです。

神奈川県藤沢市

こども食堂が
コロナ禍の困窮家庭に食事支援

万円

長後こども食堂

助成金額

長後こども食堂は2017年 月に活動を開始し、月

域の活性化にもつなげたいと、流しそうめんや餅つきなど

回、地域の食卓としてこども食堂を開催するとともに、地

1

20

21/09/30 13:06
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1

も実施し、買い物支援も行ってきました。一昨年のハロウ

2021.10

17

5

ので教えてください」と声をかけられて、他地区で実践報

お手伝いしたお宅の庭先でひと休み。
「ふじくら」は、利用者とのコミュニケーションと安全を重視して活動している

参加してく

500名が

した結果、

を得て開催

商店の協力

は、地域の

ィン企画で

ども食堂は地域のどなたでも利用可能としているので、何

「こども食堂は貧困家庭が対象と思われがちですが、当こ

告してくださいました。

配ってくださる方もいて、とても有意義な活動だったと報

食材の寄付や募金の協力、子どもたちにアイスクリームを

してくれる人が増え、つながりができたそうです。また、

新規のこども食堂利用者や初めてボランティアとして参加

がたい」との声が届いたほか、昼食支援を実施したことで、

」とのこと。「今後は、他の地域で出張こど

万円

「はらいふ」は2013年の設立以降、不登校の 代の子

助成金額

一般社団法人はらいふ

コロナで急増した不登校への相談支援に
本基金を活用

大阪府高槻市

も食堂も行えたら」ということです。

大歓迎です

かしらの理由で困っている方はもちろん、そうでない方も

れたという
ことです。
コロナ禍
の影響を受
けている家
庭に対して、
夕食と学校
給食が始ま
る前までの

昼食支援を無料で行いたいとのことで、昨年、本基金に応
募していただきました。お米の使用が増えたため、助成金

食分の食費が浮くのはとてもあり

15

どもたちに自由な学びの場をつくり、さまざまな体験活動

10

18

2021.10

21/09/30 13:07
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長後こども食堂の食事支援の様子

は、お米や食材、食事の容器、炊飯器の購入、光熱費等に
充てられました。
利用した家庭から「

1

・学習・食事提供等を行ってきました。また、自力で通う
ことが難しい子の車での送迎、課題を抱える子や家庭への
福祉的支援（他機関と連携したソーシャルワーク）なども
実施しています。
昨年、コロナによる休校明けと夏休みに不登校の子の保

回程度、専門職スタッフを活用する

護者から相談が増加し、不登校の親の会立ち上げや困難ケ
ース対応のために週
ようにしたこと、また、居場所活動における消毒等の費用
が増加しました。「親の会実施や相談機能拡充で、不登校
の初期対応について多くの保護者と一緒に考え、保護者の
方の子育てへの不安を解消し、地域の中でその時々の困り
ごとを継続的に相談できる拠点となっていく」として本基
金に応募、助成金は専門職への謝金や、居場所用消耗品・
衛生用品に活用されました。「本助成を活用し、活動を継
続することができました」との報告をいただきました。
今後については、「不登校の子どもたちの居場所は不足
しています。当スクールにもたくさんのご相談が寄せられ、

21/09/30 13:07

10月号_基金助成先.indd 7

受け入れをお待たせしている状況があります。子どもたち
が安心できる場所を増やしていきたいので、可能であれば
ご支援いただければ幸いです」ということです。

2021.10

19

1

はらいふが運営する「フリースクールはらいふ」の様子

「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
15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

電話：
（03）5470 -7751 ＦＡＸ：
（03）5470 -7755
メール：mail@sawayakazaidan.or.jp
2021.10
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移住

潔泉）

愛媛県

九島

途上国支援から島の保健室へ
役に立てることを求めて
野澤 美香 さん （愛媛県宇和島市・九島）
看護師としての道を歩み始めて以降、「もっと役に
歳）。 途上国の人々を支援し、助

立てることはないか」と自らに問い続け、活動してき
た野澤美香さん（

（取材・文／塩瀬

育った。高校卒業後しばらくして、住居も提供されるということで、

野澤さんは、三井鉱山で栄えた岐阜県飛騨市神岡町栃洞に生まれ

「何か人の役に立てないか」
医療職として途上国支援の道へ

動しています。

島市・九島にある「島の保健室」で、島民の健康を願いながら活

くしま

を愛情いっぱいに見守ってきました。今は、移住先の愛媛県宇和

産師となってからは、日本国内でたくさんのお母さんと赤ちゃん

61
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第10回

病院で午前中と夜間は看護助手として仕事をし、午後は通学しなが

2021.10

21

悪くないですよ

野澤さん。島の保健室入口にて

その後も、ＪＩＣＡ（独立行政法人国際協力機

痛感する経験でした」

京都の救急病院で看護師として勤務しながら救急

構）の国際救急援助隊として、コロンビアやイラ

てラオスに派遣されたのを皮切りに、ＮＧＯを通

その経験をした一人だ。そんなときに支援してく

心身の健康を損なう援助隊員は多く、野澤さんも

時間携帯電話を肌身離さず健康管理員と

年次に編入。さらに学びを重ねて、助産師と保健

22

2021.10

ら准看護師、正看護師の資格を続けて取得。以降、

救命士の資格も取得したが、その頃から「資格を

ンの大地震の現場に赴いた。

自らも厳しい環境に身を置き、言葉が通じない

生かして途上国の役に立てないか」という思いが
芽生えた。

じた難民支援でコソボやアフガニスタンへ。自動

れたのは、日本から現地に派遣されている医療調

中で通訳と一緒に人々を支援するこれらの活動で、

小銃を手にした兵士が監視する国境を歩いて越え

整員で、「今度は自分がその役割を担いたい」と

1997年に青年海外協力隊の看護師隊員とし

たり、女性一人では外出できないような地域で間

年間、カンボ

考えた野澤さんは2006年から
ジアで

して活動。求められればどこへでも駆けつけ、隊

助産師として母子を見守る

助けられる下痢や肺炎

がたくさんいました。
そして、何の罪もない

年、野澤さんは名古屋大学医学部保健学科
どけない子どもが敵へ

師の資格を取得し、名古屋市内の産婦人科病院に

市民が逃げまわり、あ

の憎しみを口にする。

助産師として勤務するようになった。今度は、人

3

員を支援した。

「日本の医療だったら

3

で亡くなってしまう人

24
不公平さや理不尽さを

02
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近に銃撃戦を目撃したりもした。
1999年、コロンビア・キンディオ地震の
救急援助の様子（手前右が野澤さん）

合いがあった。出産を終えて退院していくお母さ

ちゃんとそのお母さんたちに関わる仕事には張り

は決して簡単なものではないが、生まれてきた赤

の幸せに立ち会う仕事。生命が誕生するプロセス

うようになりました」

医療に困っている島があるなら移住したい、と思

始めてみたら全然楽しくない （笑） そして、

ゆっくりしようかと。でも、いざそういう生活を

「定年には少し早いけれど、好きな旅行でもして

縁が重なって、島の保健室に

立てないか」という思いのようだ。

一貫して野澤さんの中にあるのは、「何か役に

んには「いつでも連絡してね」と、電話番号とメ
ールアドレスを渡した。赤ちゃんに何かあれば、
「自分が悪い」とすべて抱え込んでしまうお母さ
んたちが心配だった。
仕事の域を超えてお母さんと赤ちゃんを見守り、

年、看護職を求める地域おこし協力隊に応募

そういう絆が本当にありがたくて、私のほうが救

してくれたり、子どもの成長を知らせてくれたり。

「今でも、お母さんたちはいろいろなことを相談

りは、移住した今も続いている。

りし、最後に話を聞いたのが宇和島市だった。

っかくですから」と勧められてブースをひとまわ

目当ての松山市がその日は不参加。係の人に「せ

で開催された愛媛県移住フェアに参加したが、お

するなどして移住先を探し始めた野澤さん。大阪

励ましてきた野澤さんとお母さんたちとのつなが

われているんです」

つは

そして後日、野澤さんの希望を聞いた宇和島市

か所ある」とメール連絡が来た。

最近は町のクリニックで出産することが減り、

和島に

の移住担当職員から「野澤さんに合う移住先は宇
歳

つが人口800

1

人あまりの九島で開所することが決まっていた

他の島の診療所の看護師、もう

2
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産科は大きな病院に集約される流れとなっている。
野澤さんが勤務していた病院も、野澤さんが

のときに産科は廃止して婦人科を残す形となり、
野澤さんはそれを機に退職することにした。

2021.10

23

1

59

つとも移住者を募集していた

「島の保健室」で、島民の健康管理に携わる保健
が完成すると同

の間に九島大橋

てマッチングしてくれたのだ。部署を横断して移

の資格と経験を生かせる求人が島にないかと探し

わけではなく、メールをくれた職員が、野澤さん

校舎を活用して、

その小学校の旧

閉校となった。

時に、小学校は

師の求人だった。

住者を歓迎しようとする、市の熱意がうかがわれ

もつけてくれた。

音楽室をそのま

もの集いの場や、

若い母親と子ど

「お遍路さんをもてなす文化なのか、『何かして

ま生かしたレス

か所で面接する段取り

あげたい』という気風があるのだと思います。役

トランなど、島民の居場所や雇用を創出している。

日に

所の方々も両方の島の方々も、なぜこんなにまで

これらは、宇和島市が地域力を向上させ、地域共

るエピソードだ。

親身になってよくしてくれるの？というくらい本

生社会をつくろうとする市を挙げての取り組みの

野澤さんは保健室に常駐し、毎週金曜日にはボ

当に親切で」と野澤さん。

して、島の保健室の募集時期でなければ私は今こ

ランティアの人たちが旧小学校の調理室で配食の

月に四国本土（宇和島市）と

必要な場合は医療や介護につなぐ。また、漁師町

求めないことがあるので、訪問して話をしながら、

訪問する。高齢者は我慢強く、つらくても助けを

ために作ったお弁当を持って、気になる人の家を

こにいないと考えると、縁というものは不思議で

一環で、島の保健室もその一つだ。

お弁当を手に高齢者宅を訪問する野澤さん（右）

「移住フェアで宇和島市の話を聞かなければ、そ

2
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すね」

年

4

24

2021.10

2
1

これが私の本当にやりたかったこと
九島では、

16

移住 悪くないですよ

には、いつもの

の九島の人たち

一緒にいるとこちらも気持ちが優しくなれる、九

笑うし、海の近くで話すせいか声が大きい（笑）。

て、皆さんつつましく暮らしながらも本当によく

＊

場所にいつもの

＊

島はそんな島です」
＊

顔ぶれで何とな
く集まり、海を

らについて聞いてみた。

年半が経った野澤さんに、これか

りする〝たまり

「途上国に行ってわかったのは、なければないな

九島に来て

場文化〟がある。

りに何とかなるものだということでした。これか

見ながらまった

そういうところ

らの地域も、今ある人とモノでできることがまだ

きたいですね」

に顔を出してみ

が来る場所に自転車で行き、家から出てくる人た

「私が本当にやりたかったことが、今やれていま

あると思いますし、それを少しずつでも探してい

ちと一緒に買い物をしながら話したりする。もち

す。移住を決意したのも『これで終わっていいの

たり、訪問販売

ろん、赤ちゃんが生まれれば見守りに顔を出す。

何かもっとお役に立てるんじゃない？』とい

う思いから。そして、私もこれからきっと支えら

？

が「あ、ちょっとちょっと野澤さん」と手招き。

れる側になるけれど、支える人も支えられる人も、

そんな活動を重ねるうちに、今では道で会う人

「あそこの〇〇さん、見に行ってあげてくれる？

当たり前に楽しく暮らしていければいいなと思い
ます」

野澤さんの満ち足りた笑顔が印象的だった。

2021/10/04 11:51
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1

何だか大変そうだから」と教えてくれるようにも
なった。
「昔から、ご近所のつながりがとても強い。そし

2021.10

25

島の駐在所のお巡りさんも参加している、島の保健室
主催「小高島夕焼けサロン THE 男塾」の活動。写真は、
弘法大師ゆかりの鯨大師を皆で訪れたときの様子（前
列左から３人目が野澤さん）

喪失との道連れ

福祉ジャーナリスト

村田 幸子

回しており、両側

りに鈍い痛みが出てきました。私は

というのも私には毎朝、自分の落としたもの

ています。大腸がんは自分で見つけました。

股関節に加えて大腸がんと胃がんの手術をし

回、手術記念日が巡ってきます。

とも人工股関節です。両方を手術し

を確認する習慣があり、ある朝、明らかに鮮

私には年

た結果、対のものが対になったという感じで

血とわかる付着物を見つけたのです。ちょう

月の半ば、突然、右の股関節周

実に調子がよくなり、ここ十数年、何の問題

どその時、人間ドックの検査をする予定が入

股関節の手術を

もなく過ごしてきました。それなのに、また

しばらく様子をみていましたが、一向に痛

先にやりましょう」と手筈を整えてくれまし

「ドックでも腸の検査をしますから、腸だけ

っ て い た の で、 す ぐ 先 生 に 連 絡 し ま し た。

みは消えません。またまた手術かとドキドキ

た。

痛みが。

しながら診察してもらった結果、「股関節は

確かにレントゲンにはガクンとずれた背骨が

ぐ手術して下さい」という宣告。あれよあれ

すよ。人間ドックどころではありません。す

何でもないよ。すべり症があるね」とのこと。 「いや～、村田さん、悪い顔したヤツがいま

映っていました。やれやれまた病気が一つ増

よと言う間に手術の運びとなりました。定年

間際でしたが、まだ山ほどの仕事を抱えてい

えたかと、年に 枚ずつ診察券が加わるよう
な年齢を、改めて実感しました。

1

26
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5

3

8

9
連載

ましたので、ともあれ職場に報告。反応は

めることが出来るようになったのです。今ま

る人。「エ～ッ、がんですか。どうかお大事

言っているのに否定し、やたら明るく反応す

んなの大丈夫、大丈夫」と、本人ががんだと

ないよ。ポリープだろ。俺だってあるよ。そ

分と向き合って、もう一度人生をつくり直し

くさんあります。それを受け入れ、新たな自

があり、認めなければならないことだってた

張っても、自分の力では乗り越えられない壁

することは、つらいものです。しかしどう頑

で出来ていたことが出来なくなる自分を発見

になさって下さい」と、声のトーンが次第に

てみようと思える術を、早くに身につけるこ

そんなこと

低くなりうなだれていく人。気を張っていた

代で、失う

とができました。
老いは喪失との道連れ。私は

ものを受け入れる心の準備をすることができ

回の手術

の、どのくらい入院するの？」と次々と質問

回の手術経験は、決してマイナスばかり

剥離術ですみました。

んの手術。幸い早期発見で、胃カメラによる

落ち着いてきました。そして 年前には胃が

ともそれほど気が滅入ることなく、かなり心

回

歳を超え、すべり症という新し
い敵に直面しています。いくらなんでも

とはいえ

を置き忘れてきたようです。

うやら私は母親の胎内に「深刻」という因子

と聞いてくれることによって気持ちが癒され、 の平静を保ったまま乗り越えられました。ど

性です。これは有り難かったですねえ。何か

ました。さらに有り難いことに、

ッ、どうしてわかったの。どんな手術をする

こちらの気持ちも萎えていきました。「エ～

パターンありました。「がん

3

を浴びせ、根掘り葉掘り聞く人。圧倒的に女

50

5

目の記念日はねえ。勘弁してくださいな。

6
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5

（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。

財団ホームページを

リニューアルしました
このたび、当財団
のホームページを完
全リニューアルいた
しました。
より見やすく、新
しく、財団の活動と
皆様の助け合いへの
参加、遺贈・寄付に
ついてわかりやすく
説明しています。

ぜひご覧ください

創立30周年を迎えるさわやか福祉財団に、
どうぞこれからもご支援をよろしくお願い申し上げます。

2021.10

10月号-HP+中扉.indd 1
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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）

29
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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、

1

31

常設型居場所」を立ち上げようと、今

に向けて動いてきた。まずは「共生型

議体の関係、お金の集め方などについ

した。意見交換では、実行委員会と協

ていった「あえるもん」の様子を説明

お金について話し合いながら立ち上げ

今後は実行委員会が議論を重ね、協

春から場所探しをし、空き家が見つか

議体（結っこの会）がバックアップし

った。勉強を重ねるうちに協議体メン
だが、協議体は立ち上げ支援をするな

て質問が出され、再度整理した。

どの仕掛け人ということで、実行委員

ながらモデルとなる「いつでも誰でも

バーが居場所を立ち上げたくなったの

会として関心ある人などの有志が集ま

（鶴山）

型」居場所を立ち上げていく予定。

三浦市（神奈川県）

り、そこに協議体でも関心ある人が入
って進めていこうということになった。
この日の勉強会では、実行委員会か

日／当財団が以前より関わっている

が あ り、 静 岡 県 袋 井 市 の 高 南 地 区 の

事例を紹介してほしいとのリクエスト

り、長瀬、沼崎が訪問。昨年、計画し

遣制度を利用した個別支援の希望があ

三浦市から神奈川県のアドバイザー派

ら「いつでも誰でも型」を立ち上げた

「高南の居場所あえるもん」の事例を

ていた協議体編成に向けた勉強会はコ

議内容を踏まえ、本事業推進に向けて

今後の展開などを協議した。今回の協

ロナ禍で実施できていないこともあり、
ーターからこれまで学んできた「いつ

引き続き協力することを確認した。

まず、中里早苗生活支援コーディネ

通じて考えてもらうこととした。

でも誰でも型」の理念等について説明。

軽米町（岩手県）

協議体と実行委員会、居場所の中核メ

日／岩手県のアドバイザー派遣事業

として、軽米町のモデルとしての居場

ンバー、居場所に参加する人の関係を

（長瀬）

所づくりを当財団が支援。同町では昨

日／阿賀野市の協議体と生活支援コ

阿賀野市（新潟県）

図解にして伝えていた。

協議体の勉強会を重ね、助け合い創出

財団からは、住民主体で、人、モノ、

年度から、フォーラムや住民勉強会、

生活支援コーディネーター・
協議体と連携

●活動の一部を紹介しています

推進の支援をしています

8

30
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2

強会「協議体全体会」があり、当財団

ーディネーターや行政など関係者の勉
んでもらうために「助けてと気軽に言

アの必要性を再確認し、その手法を学

進協議会」は町内 圏域に編成された

当財団も協力。「地域支え合い活動推

回目とな

2019年から体制づくりに取りかか

や町内会単位で取り組んでいる事例な

多様な助け合い活動を広げている事例

講演を行った。住民のニーズに応じて

合いの方法を学び合おう～」と題して

活支援コーディネーターの

れまでの取り組み」の報告、第

コーディネーターから「町の現況とこ

ため、まずは町および第

れた。新たに構成員となった方もいる

る今回は「合同研修会」として開催さ

層協議体で、今年度第

層

ど、多様な事例を紹介した。その後、

「各圏域での取り組みと今後の展開」

第

月に行った勉強

圏域で拠点となる居場所を立ち上げ

各協議体に分かれて、そのためにでき

える地域を目指して～有償による助け

会では、その状況を踏まえ、次のテー

ることは何かを考え、発表してもらっ

り、目指す地域像の実現に向けて

マとして有償ボランティアを財団から

名から

議体で、「有償ボランティアについて

れた。この全体会開催にあたり、各協

いと今回の「協議体全体会」が企画さ

ごとを抱えている人に『助けて』と言

けて知ってもらうことが必要」「困り

終了後アンケートでは、「時間をか

別の

活動内容」を説明した。その後、圏域

から、「第 層協議体の役割と具体的

た経緯もあり、今年

層生

層生活支援

提案しながら基本を伝えたところ、再

についての報告があった。続いて財団

がオンラインで講師を務めた。同市は

2

た。

2

度、有償ボランティアの理解を深めた

2

1

2

グループに分かれ「住民主体の

2

層生活支

のイメージや課題、全体会で聞きたい

があると感じた」「町内会での立ち上

ってもらえる機会をつくっていく必要

っていいんだということを十分にわか

ループワークが行われ、多くの熱い意

うに取り組んでいくか」をテーマにグ

活動を進めていく上で協議体はどのよ

情報も含めて市の担当や第

あった第 層の取り組みだったが、今

コロナの影響もあり、少し停滞感の

見が交わされた。
大きすぎても大変なので、町内会がベ

援コーディネーターと企画した。

ストと思った」などの感想が寄せられ

層生活支援

でいく予定である。

（髙橋）

助け合い活動の一層の充実に取り組ん

回の研修会をきっかけに一歩前進し、

2

プログラムは、まず第

コーディネーターと行政から、有償ボ

た。

（鶴山）

ランティアの必要性を考えるため「阿

おおい町地域支
え合い活動推進協議会」が開催され、

日／「令和 年度

おおい町（福井県）

げの事例を聞き、これだ、と思った。

こと」などが話し合われており、その

2

賀野市の高齢者の現状と生活・移動支
援のニーズについて」として話があっ

3
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た。続いて財団から、有償ボランティ

23

2021.10

31

1

2

2

4

南から
北 から

協議体編成のための
研修会・勉強会等に協力

日／茨城県で生活支援体制整備事業

に係る研修がオンラインで開催され、

共有した。

まとめで財団から、オンラインの活

今回は特に、本事業の新任者を主な対

ップの実践として構成を協議している。

関係者とともに、県レベルのバックア

この企画は、同県の県庁・県社協の

コロナ禍で乗り合いの移動支援が難し

した。移動支援・移動販売については、

きる環境を設定するなどの工夫を紹介

委員が公民館等からＺｏｏｍで参加で

ャットを活用した協議体例や、協議体

用については、ＬＩＮＥのグループチ

象として、制度の考え方など基礎的な

くなってきている中、ネット注文、自

当財団は講師として協力した。

説明に重点を置き、情報提供した。こ

動電話注文のやり方を協議体で学んだ

層協議体設立に

援コーディネーターからの「振り返り」

の研修を踏まえ、県では か月後に現

第

回目が開催された。第

層生活支

向けた「地域支え合いを考える会」の

日／大野地区の第

に続き、当財団からは「住民が中心と

任者も含めた実践編の研修の開催を予

大野市（福井県）

層協議体の活動事例と具体的

体の第
な活動創出手法を伝えた。集まった約
名の住民によるグループワークでは、
グループで話し合った。

「協議体にはどんな人がいたらいい

ネーター連絡会などの計画も調整中で、

定。また、その後の生活支援コーディ

話した。新しい生活様式については、

見られるようになってきていることを

り、注文を一緒に行う等の取り組みも

（岡野）

鶴山芳子、長瀬純治）

（本稿は、岡野貴代、髙橋望、

を 話 し た。

とができるので、おすすめであること

りなどで自然に集まる機会をつくるこ

したあいさつ、その後の様子見、草取

グを介した集いの場は、それを話題に

オ体操はとても多いこと、ガーデニン

屋外での集いの場が増えており、ラジ
（長瀬）

同県では充実した県レベルのバックア
ップが実践されている。
埼玉県

か」について

開催後のアンケートでは、協議体への

グループに分かれて各自の現状を情報

について、発表者からの実践報告後、

を取り入れて再開・開始した取り組み）

動支援・移動販売、③新しい生活様式

のテーマ（①オンラインの活用、②移

当財団もオブザーバー参加した。 つ

ーディネーター連絡会に 名が参加し、

日／埼玉県西部ブロック生活支援コ

参加希望についても記入してもらい、
層協議体

今後、手上げしたメンバーを中心に、
できるだけ早く同地区の第

を編成していく予定である。 （髙橋）
生活支援コーディネーター
養成研修等に協力

1

32
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11

なる協議体の役割」について他の自治

2
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茨城県

3

2

2
2

72

2
4

20

ご支援ありがとうございます。

茨城県

三浦 彰

福島県

小野寺 寛

宮城県

竹腰 久留美

末澤 勝典

澤出 桃姫子

小田 桂子

小笠原 一造

北海道

東京 都

森川 和子

堀内 正範

中戸 幹郎

髙梨 健一郎

関 義信

石井 敏夫

千葉 県

柳原 聡美

佐藤 清勝

岩田 典子

伊東 雅子

石井 孝彦

佐藤 英夫

新潟県

湯山 みはる

山本 千恵

藤井 宏昌

谷口 浩章

塩見 治雄

大秋 恵子

愛知県

水野 光江

稲葉 ゆり子

静岡県

遠藤 伸子

岐阜県

中村 純三

片山 千香子

大江 薫子

京都府

丹下 多榮美

久保田 久代

大橋 道彦

安田 隆行

多田 睦美

兵庫県

和田 裕

藤田 宣子

石尾 雄幸

大阪府

坂田 美代

小栁 眞澄

岩城 勝正

井上 稔信

福岡県

永井 美保

高知県

件）

石見 光夫

石川 晶一

埼玉 県

正岡 太郎

認定ＮＰＯ法人きらりびとみやしろ

かながわ信用金庫
ボランティアサークル「ふれあい」

水島 孝司

認定ＮＰＯ法人
たすけあいの会ふれあいネットまつど

一般社団法人全国信用金庫協会

住友生命保険相互会社

株式会社シンソーワ

初山別村

ＪＣＲファーマ株式会社

ＮＰＯ法人
さわやかファミリーサポートセンター

さわやかパートナー法人（ 件）

池谷 滿

ＮＰＯ法人ＣＯＣＯ湘南

音順）

内田 友昭

（

大賀 進

ＮＰＯ法人さわやかさばえボランティア虹

花王株式会社

奥山 充

神奈川県

山本 学

平間 嘉子

永田 美樹

髙田 富士雄

小荷田 肇

音順）

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〜

さわやかパートナー個人（

津田 敬子

（都道府県別

渡辺 英勇

池崎 芳博

50
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1

栃木県

2021.10

33

31

50

8

60

8

認定ＮＰＯ法人東 市民後見人の会

東友会関東支部ボランティア部会

日本印刷株式会社

（
音順）

50

社会福祉法人羽咋市社会福祉協議会

件）

4

浜名湖電装株式会社

5

ＮＰＯ法人ふれあい福祉の会山びこへるぷ

一般ご寄付（

1

伊藤 壽弘（ 千円 ）

1

氏家 明子（ 万円 ）

2

小野寺 明子（ 万 円 ）

件）

1

髙橋 愛子（ 万円 ）

地域助け合い基金ご寄付（

堀田 力（ 千万円 ）

2

30 周年 ～
～ 創立
2021年度

さわやか福祉財団
全国交流フォーラム
日 時 : 2021年11月１日（月）
会 場 : 東京會舘（東京都千代田区丸の内3－2－1）
お申し込み締め切り

10月18日（月）
※さわやかパートナー・ご支援者の皆様には、個別にご案内状をお送りして
おります。
※新型コロナウイルス感染症の状況により、募集人数は変更になります。満
員になり次第、お申し込みは締め切りとなりますので、悪しからずご了承
ください。
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週間を「遺贈寄付ウィーク」

国レガシーギフト協会がこの日を中心
とした

と位置付け、遺贈寄付の普及啓発週間

回目となる同週間（今年は

としての取り組みを始めた。
今回

にて配信し、後半は各地域によ

る独自企画を行った。

点のメッセ

堀田会長からは

点目として、

ージを発信した。

財産を家族に遺したいと思うの

種イベントを企画した。その一つとし

も、同協会並びにさまざまな団体が各

は本人の生活以上のぜいたくを

とになるのではないか、あるい

場合、子どもの自立を損なうこ

が一般的だが、子どもへ遺した

て一般社団法人全国コミュニティ財団

することにより、子どもの人生

貢献『遺贈寄付』を、わたしたちのま
ちに広げよう～」を全国のコミュニテ
ィ財団等と協力し 地域で同時開催し
た。
プログラムは 部構成とし、前半は
各地共通内容で当財団の堀田力会長よ
り「遺贈寄付のもつ意義」と題する講
演と、全国レガシーギフト協会代表理
事の樽本哲氏による「遺贈寄付の考え

側の責任としてまずしっかり考

協会主催、当財団および全国レガシー

日（土）から 日（金）まで）で

3

を壊すことにならないか。遺す

月

9
日に「遺

ギフト協会の共催で、 月

16

贈寄付シンポジウム～人生最後の社会

9

遺贈寄付ウィークで

日

17

1

1
2

方と手順」と題する講演をオンライン

当財団が３月に実施した遺贈セレモニー
「思恩忌・春」の様子

「遺贈寄付
シンポジウム」開催
～ 堀田会長が講演 ～

月

11
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2009年から、英国をはじめ欧州、
北米を中心とした多くの国で

が行われてきた。

）」とし、その前
Legacy Giving Day
後に遺贈寄付の普及啓発キャンペーン

を「国際遺贈寄付の日（ International

13

日本でも昨年から、一般社団法人全

2021.10

35

9

15

2

さわやか福祉財団

当財団ホームページ内遺贈寄付ページURL https://www.sawayakazaidan.or.jp/bequest-donation/

える必要があるのではないか。
権利であろう。コミュニティ財団等中

積極的に発信する必要がある。

るが、各団体も取り組んでいる活動を

日〉

示し、自治体がその自

ターにその選択肢を提

生活支援コーディネー

新潟市、大阪市、岩手

市、神奈川県川崎市、

開催し、東京都八王子

例について質疑応答な

勉強会で紹介された事

部氏が出席し、前回の

祉協議会の担当者と服

花巻市、太子町社会福

活動の効果的な位置付

ザーの服部真治氏から、 る住民主体の助け合い

県花巻市、大阪府太子

け方や実施方法、その

町社会福祉協議会の担
住民主体の助け合い活

Ｂ型サービス、Ｄ型サ

メリット、デメリット

治体にとって最適な位

動のさらなる広がりを

ービス、一般介護予防

置付けを選択できるよ

推進したいと考え、さ

事業、生活支援体制整

について整理し、他の

どにより理解を深め、

（上田 恵子）

団ホームページで公開中）を紹介した。

一つの例として、当財団作成の動画（財

ともに遺贈者への感謝の気持ちを表す

以上の説明の後、活動の概要説明と

間支援団体も、寄付を得て各種の公益
活動をしている団体情報を広く提供し

月

わやか福祉財団職員の

方法の検討、どこに着

新しい総合事業におけ

勉強会を開催した。先

備事業の先進事例を紹

目して手法を選択すれ

介してもらい学んだ。
月

進自治体等の担当職員

第 回となる

にはオンラインで参加
してもらった。

36
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点目として、誰にお金を遺すかを

考えるとき、亡くなった後も自分の気

点目として、では、実際どこに遺

てほしい。

な使い方を考えてほしい。それが人間

日〜

民主体活動の位置付け

グゼクティブアドバイ

贈するか。遺贈する人も、信用できる

18

うにすることによって、 当者、および当財団エ

として生を受け、社会の中でわが人生

3

持ちがしっかり社会で活かされるよう

31

団体を探すために情報収集が必要にな

月
8

を全うさせてもらった者の責任であり、

8
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〈2021年

日】

日には川崎市、大阪市、 ばよいのかなどを議論

18

情報・調査事業

日・ 月

回を

2

調査政策提言プロジェクト

月

月 日に第

1

26

等について、自治体や

26

7

総合事業における住民主体の活動の
位置づけ等に関する勉強会を開催
【
26

総合事業における住

7

8

2

7

で報告する予定。
（澤）

報紙『さぁ、やろう』

ものを当財団発行の情

容を整理し、まとめた

した。この勉強会の内

年から毎年実施して

発展させるものとして

官民連携の取り組みを

ティア国際年で培った

国連が提唱したボラン

談会は、2001年に

会」を開催した。本懇

された。また、構成団

ついて施策の紹介がな

「子供の貧困対策」に

府政策統括官付から

構築」について、内閣

た包括的な支援体制の

共生社会の実現に向け

生労働省社会・援護局

（防災担当）および厚

長の進行により内閣府

に、引き続き上野谷会

されること」をテーマ

ィア・市民活動に期待

復興においてボランテ

らもボランティア・市

実践研究センター等か

育政策研究所社会教育

庁、文部科学省国立教

のほかに外務省、警察

また、各部とも上記

ての質疑応答を行った。

「 広がれ
ボランティアの輪」
連絡会議
２０２１年度
「ボランティア・市民
活動の推進に関する
関係省庁との懇談会」

日】

東京・霞が関にある

【 月
全国社会福祉協議会会

地域福祉課からの施策

民活動関係の施策の説

市民活動団体が積極的

体を代表して一般社団

に情報共有・連携を図

きたものであるが、昨

つなぐ全国ネットワー

明が行われ、今後も各

クの浦野愛氏より「す

っていくことの必要性

法人全国食支援活動協
事から「多世代の居場

が確認された。（上田）

省庁とボランティア・

止を余儀なくされた。

所から広がる地域づく

・長く寄り添う」をテ

ぐに行く・そばにいる

の紹介、続いて構成団

今年度は当財団もメン

り」について実践報告

体を代表して、震災が

バーとして参画してい

があり、その後、参加

ーマにコロナ禍におけ

力会の平野覚治専務理

る勉強会プロジェクト

る遠隔支援の取り組み

年はコロナ禍のため中

が一から企画を立て、

者も交えての質疑応答

周年を迎える。仕事のために昔の

等を含めた活動紹介が

月で当財団も創立

これからも前を向いて頑張ります
ので、皆様どうぞよろしくお願いします。

（？）財団の人たちも当然だが若い

の世の中はこんな考えだったなどといった発見もある。ついでに

『さぁ、言おう』を読むとこんなことを進めていたなぁとか、当時

●来月の

なされ、参加者も交え

が行われた。

同連絡会議の上野谷加

午後の部では「災害

新しい試みとして午前

代子会長進行の下、厚

への備え、災害対応、

と午後の 部構成で実

・孤立対策におけるボ

午前の部では「孤独

施。参加者約 名。

ンティアの輪」連絡会

ランティア・市民活動

議室で、「広がれボラ
議構成団体および関係
オンライン参加を併用

生労働省社会・援護局

者を対象に、会場参加、 の役割」をテーマに、
し、「ボランティア・

地域福祉課から「地域
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02

市民活動の推進に関す

30

2

る関係省庁との懇談

2021.10

37

11

70

2

8

曜通さん

表紙絵に
懐かしさと安らぎ
竹腰

歳

北海道
池田げんえい氏の表紙絵、 歳

頃の男女。毎号、懐かしいいでた
ちの服です。興味深そうな目で何
かを追っかけているように見えま
す。戯れているようにも見えます。
「誰もが小さい頃そうだった」と
いうことでしょうか、「何歳にな
ってもこんなふうであれ」という
ことでしょうか。
「人生100年時代 共生社会の
生き方情報誌」をうたう『さぁ、
言おう』に安らぎを覚える表紙絵
です。
私たちもみんな、安らぎを得
ています

21/09/30 13:09
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Tsutomu Hotta

66

あなたの意見を社会へ生かそう
『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。

ぜひ皆様の声をお寄せください
『さぁ、言おう』では、取り上げたテーマに対する読者の皆様か
らのご意見・ご感想、あるいは普段気になっているテーマに基づ
いた体験談や提言などを随時募集しています。

常設テーマ
●

地域の助け合い活動について

●

いきがい、社会参加について

●

居場所や地縁組織、ＮＰＯの活動について

●

新地域支援事業について

●

助け合いの地域づくりについて

生き方について

など

投稿の方法

●字数や回数制限はありませんが、掲載にあたっては誌面の都合上、編集要約
する場合があります。あらかじめご了承ください。
●一般投稿は形式は問いません。本誌添付の投稿ハガキなどもご自由にご利用
ください（原稿はお返しできません）。
●投稿は、事情が許す限り本名でお願いします。
ただし、掲載時には匿名、あるいはペンネームの使用も可能ですので、その
旨お書き添えください。
●投稿時には、お名前のほかに、ご住所、連絡先お電話番号をご記入ください
（内容により質問させていただく場合があります）。 性別、年齢もよろしけ
ればお書き添え下さい。大変参考になります。

送付先

39

●

〒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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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

※手数料不要の郵便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

「さあ帰ろ」

「紺碧の空」

編集後記●「いきがい・助け合いサミット

in 神奈川」にたくさんのご参加ありがとう
ございました。●「真っ直ぐに、30年」、
今月号は清水理事長が書いています（Ｐ４
～）。 ●「活動の現場から」は、静岡県袋
井市。地域住民とＮＰＯが協働して〝薄く
広く〝支持と寄付を集め、短期間で居場所
を立ち上げました（Ｐ10～）
。●「移住
悪くないですよ」は、愛媛県宇和島市の九
島から。「島の保健室」で島民と共に生き
る野澤美香さんです（Ｐ21～）
。●財団ホ
ームページが新しくなりました
ぜひご
覧ください（Ｐ28）
。
2021.10
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所有することを求め続けることをなくし︑

互いに助け合って暮らす﹁つつしみ﹂の心こそ︑

新しい文明像と個々人のライフスタイルを考える上での

キーワードになる︒

﹁つつしむ力﹂とは︑地球という大きな視野の中で

幻冬舎発行﹁コロナの暗号﹂より抜粋

自分が果たすべき役割を意識して行動することだと思います︒

い き が い・助 け 合 い
サミット in 神 奈 川

助け合いを
広げよう！

ひと

ご参加ありがとうございました！

りごと

９月１日・２日に開催しました「いきがい・助け合いサミット in 神奈川」
は、コロナ禍の状況を踏まえ、オンライン視聴を基本に全国から3000名を超
える皆様にご参加いただ

全体シンポジウム

きました。 全体シンポジ
ウム、34の分科会、139
の活動ポスターなど、大
変ご好評をいただくことが
できました。
ご参加・ご協力いただ
きました皆様に、心より

● 生命科学、特に遺伝子研究の権威として活躍さ

厚く御礼申し上げます。

れ、本誌2018年10月号「堀田力が聞く 生きざ
まストーリー」でも遺伝子スイッチＯＮの効果
を多角的に語ってくれました。2021年4月逝去。
（今回のメッセージは、奥様のご許可を得て掲載させ
ていただきました）

10月号
通巻338号 2021年10月10日発行
（毎月1回10日発行）
表 紙 絵 池田げんえい
イ ラ ス ト すずきひさこ
福島康子
レイアウト 菊池ゆかり
印 刷 所 日本印刷株式会社

発 行 人 清水肇子
発 行 元 公益財団法人さわやか福祉財団
〒105 - 0011
東京都港区芝公園2- 6 - 8 日本女子会館 7 階
Tel（03）
5470 - 7751 Fax（03）
5470 - 7755
E-mail pr@sawayakazaidan.or.jp
https://www.sawayakazaidan.or.jp
Printed in Japan
無断複写・無断転載はご遠慮ください©

分科会

活動ポスター展示

集大成となる 第３回「いきがい・助け合いサミット

in 東京」は

2022年９月１日（木）・２日（金）に東京・品川で開催します。
ぜひご参加ください！
※詳細は決まり次第、本誌、財団ホームページ等でお知らせします。
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2021

令和3年10月10日発行（毎月1回10日発行）

通巻338号

あなたの気持ちを助け合いの力に活かしませんか？

● 2021年

人生100年時代 共生社会の生き方情報誌

月号 ●

10

10
令和 年 月 日発行
︵毎月１回 日発行︶

さぁ︑言おう

コロナに負けず助け合い活動スタート

3

10 10

新潟県
佐渡市

10

通巻 号

ボランティア活動保険加入費用、
消耗品費等を助成

338

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

さわやか福祉財団
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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

子ども食堂から配食へ
コロナ禍で、

子ども食堂が 和歌山県
橋本市
困窮家庭に食料を配布
食料購入と事務費を助成

皆様のご支援が、地域の助け合いを広げます。
地域助け合い基金へのご寄付を
どうぞよろしくお願い申し上げます。
※詳細は、本文20ページをご参照ください。

財団
ホームページ内
基金関連ページ
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