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︑応嫌漠闇

警福祉の輪づくり運動

﹁困ったときにお互いが

という運動﹂が福祉の輪づ

助けあえる組織をつくろう

くり運動です︒この運動に

くないのは︑だれしもがも
つ心情です︒地域の中で共
に帯び共に悲しむことの出

する目標やルールをつくり
あげ︑サービス活動を実践

来る様に︑私たちすべての
者が力を出しあって︑努力

母子︑父子家庭などが︑地

寄りや身体の不自由な人︑

域社会の中で皆んなと一緒

てはなりません︒

する体制を整えてゆかなく

よつてひとり蒸らしのお年

に生活し︑安心して暮らせ

いま宇部市社会福祉協議会
では︑宇部市福祉ボランテ

るような﹁心の通う温かい

まちづくり﹂をめざしてゆ

を実施してい

ィアのまちづくり ︵ボラン

本当に安心して暮らせる
ための︑人的物的諸条件の
整備を図り︑地域社会での
ボランティア活動が︑自主
的にまた永続的に展開でき
るようにする目的で︑各校
区でボラントピアスクール

トピア事業︶

こうとしています︒

ます︒

が開催されています︒支え

の人々にお世話になったり︑

地域社会の中で生活する
私たちは︑有形無形に近隣

ある地城社会がなくなって

よって︑温かいぬくもりの

の不足︑扶養意識の低下に一

今では人と人とのふれあい

毎日を送ってきましたが︑

またお世話をしたりして︑一

しまいそうです︒

合い︑助け合う気持ちを高
める為には︑生きた体験学

る勇気とやさしさを学び︑

いろいろな人から︑生き

習が大切です︒

人と人とのつながりが薄
くなり︑やむなく寂しい孤
独な生活を強いられる人が
増えてくる⁝⁝この様な問

こっていることです︒これ

題は︑私たちの周辺でも起

う︒

︵H・N︶

ちあえる⁝＝・そんな福祉社

会の実現をめぎして︑今日

その大切さを人から人へ伝
えていき︑夢や希望を分か

らの人々へ地域住民として
要の 昌運動によって力を
添えてあげなくてはなりま

から皆んなで取組みましょ

住み馴れた郷土を離れた

せん︒

一可‖

一′一■■■ −−■

去る九月︑市の校区社福協

連絡協の主催で︑研修視察が
あり参加︒豊北町阿川地区社
協・川上村社協と交歓研修︑

また障害者野外活動センター
川上すぎのこ村 を訪ね︑
地域社会に根をおろしたボラ
ンティア活動の実態にふれ︑
ユニークな活動と熱意に支え
られた福祉活動の状況をつぶ
きに見て︑得るところが多か
った︒
▼豊北町阿川地区の活動は︑ が︑過疎で廃校となったもの
かつて新聞で﹁ユニ−ク福祉 を再生したものである︒
の輪づくり﹂ ﹁きめ細かいサ 訓練棟や宿泊施設︑炊飯棟

ービスで温く見守る目﹂ ﹁老や八十人分のテント︑キ†ン
人を社会から孤立させるな﹂ プ場などが︑自然の中にのび
という呼びかけ運動などが紹 のびと点在している︒
介され注目をあぴた︒なかで
いま四代目村長として内海

も阿川郵便局貝の日常活動
洋子きんが活躍している︒た
〝お元気ですかひと声定期便〟だいま村民募集中で︑村民税

お

日本広しと言えども︑大空
を悠々と飛ぷペリカンは︑こ
こ常盤公園にしかいません︒
名前はカッタ君︒昭和六十年︑

人工郷化によって生まれた四
羽の内のl羽です︒
親ペリカンが︑インドのカル
の名前は地名から付けました︒

カッタ出身だったので︑四羽
カルカッタからとってカッタ︒
ハウラとマドラは美人ペリカ
ン？に成長しました︒クリは
成長過程に死にました︒

カッタ君は︑飼育担当の白
須さん達のお考えで︑飛べな
いようにする手術をしていま
せん︒おかげで︑学校訪問を
たりで︑皆さんに驚きと笑い

したり︑海岸に遊びに出掛け

様

へ
藤

咲

カッタ君を可愛がって下さい︒

をふりまいています︒

母

伊

一緒K生まれたハウ

﹁

も仲よしの

アイアム カッタ
先月初めての清書を送りました︒

1am kaLLa

動きんKお願いします︒︺

本当に有難うございま

終わりになりましたが︑お母さん
さんのいい想い出〟
した︒
︹次は北則貞の日高

〝たく

さて私ですが︑七月より書道を習い始め︑

する︒﹂まさにこの通りです︒

﹁朝はこの子の元気な歌声を聞くとホッと

二朗は常々お母さんが言われてたように︑

んがしています︒

してらした長髪姿︑散髪は今迄通り芳雄き

生活を送っています︒お母さんが楽しみに

慎吾は高校で陸上部に入部し︑充実した

はいけませんね︒

変らず仕事が忙しいのですが︑もう中年の
仲間入りですので体の方も気をつけなくて

持ちが痛いはどわかります︒芳雄さんは相

たように体調が悪くなり⁝⁝⁝︒母親の気

﹁那齢㌘いのだ

子

のおかげで︑
食卓を賑わし

新鮮な野菜が

﹁芳雄が帰

てくれます︒
国するまで絶
対死なれん／﹂

お母さん︑頑
張りましたね︒
帰国を安心し

創作童話
′■t巨

くつしたの

しまくん

松永幸恵

ともちゃんのうちの︑物干

んなの見たこともない︑乗り

でも︑本当に宿曜したのは︑

物の名前ばかりです︒

旅行の一日目の新幹線と︑高

速道路をバスに乗って︑長野

旅行カバンの底に︑忘れら

められて︑二日目からは︑

テルに着いたら︑ぬいで丸

県ほ若くまでの間だけで︑ホ

ても︑にぎや

しは︑毎日と

かです︒だっ

れていたのです︒

なかったので︑かかとと爪

四日間も︑洗ってもらえ

て︑家族五人

っぱいですも

のお洗濯でい

うしても

先は︑うす黒くなって︑ど

その物干し

の︒

それに︑

落ちませノ化

﹁お疲れさ

よ﹂とえらそうに︑また自慢

﹁雨に降られてね︒苦労した

ん﹂などとひやかしました︒

﹁黒くなったね﹂

みんなが︑

みたいですU

くたびれた

なんとなく︑

竿の︑はしっこにいつも靴下

て︑五人分の五足です︒

干しが掛けられます︒きまっ

靴下干しの︑しまもよう︒

それが﹁しまくん﹂です︒

﹁しまくん﹂は︑おにいち

ゃんの靴下で︑特別に大きく

て︑いばり

﹁しまくん﹂

屋です︒

です︒

それがとて

気に入りで︑

あながあき

で一番早く︑親指のところに

ので︑しまくんは︑家族の中

にいさんは︑クラブの練習な

夏休みも︑お休みなしにお

は︑おにい

も自慢です︒

ちゃんのお

だから︑一日中︑シューズの

きゅうくつですけれど︑その

中におしこめられて︑とても︑

ことは︑絶対にいいません︒

靴下干しにぷら下がって︑

また自慢はなしが︑はじまり

ました︒

今日は︑修学旅行の話しで

す︒新幹線に

乗ったことや︑

一おかあさ

ヽ予ソました︒

らって︑こ

か当てても

エんに︑つぎ

＼︑

れがまた自慢です︒﹁ほくも

一緒に︑がんばらなくっちゃね︒

つらいけど︑おにいちゃんと

ロープウエイ︑

です︒

また︑ゎにいきんのおとも

靴下干しで休んで︑あしたは

﹁しまくん﹂は︑今日一日

あしたは︑試合いだもの﹂︒

スなどと︑み

トンネル︑バ

トロリーバス︑

＼

で郵便局貝が毎日お年寄りを は年間︑千円︒村民になれば
お母さんが逝かれてから︑早いものでも
訪問︑ときには〝便利屋〟役 ガリ刷り新聞﹁すぎのこむら﹂ う六ケ月になりました︒六人の生活から五
も引き受け︑独り暮らしの老 が送られる︒電話〇八三八五 人へと︑寂しいながらもようやくこの頃慣
人からいつも心待ちにされて︑ 四−二二五五︒
れてきました︒

一

今日なお続けられ︑地域ぐる
ちなみに利用状況をみると︑ お父さんは︑ゲートボール︑グランドゴ
みで温かいふれあいふるさと 昭和六十l一年度の利用者は︑
ルフ︑高齢者学級受講︑畑作りと大忙しで
づくりに︑今も真筆に取り組 実人員一︑五七三人で延べで す︒でもその方がいいですよね︒お父さん
んでいる姿は︑すさんだ現代 は二︑四七四人となっている︒
社会の中にあって︑ここには したがって平均一月の実利用
血の通った生きた福祉の原点 者は︑ ニー人であり︑延べ
が光っていた︒
では二〇六人という数字にな
▼川上すぎのこ村は︑昭和五 り︑その利活用度の実質は驚
十八年八月三日に開所してい くべきものがある︒
る︒したがって今日まで︑五
夏や秋︑自然に親しむ季節
には︑利用者もー段とふえて
年を経過したことになる︒

山間にあって︑百年以上も くることであろう︒
︵三隅記︶
の歴史を持つ﹁野戸呂小学校﹂

ケここご＼
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こ
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空き缶拾い吾錯︶

センタ1に集まった空き缶二

交通安全立哨

︵七月は雨の中傘持参でお疲れ
様でしたJ

時半まで交通安全立晒した︒

環境連常盤支部に同校区青少 春 ︵四月︶ 夏 ︵七月︶
年育成連絡協議会ふるさと美化秋 ︵九月︶の全国交通安全健
部会が協力して行われた︒
民運動に︑交通安全協会常盤分
年前九時各自冶会単位で出発 会のみなさんと婦人部が協力し︑
し︑幹線道路沿いに五コースで校区内の交通量の多い場所四ケ
作業展開した︒
所に分散︑早朝︑七時半から八

ヘソが茶をわ

かす道理はない

てきめんはね返ってくる︒

︐つこ■︒

ごm甲心︒返さぬよう︑返らぬよ

近頃の水はひっくり返すと︑

っちがよく茶を

せつない親心︑せめて風雨の

捨てる子も軒の下

沸かすか里

との意︒凸ペソ

覆水盆に返らす

手で︒あな怖ろしや︒

るどころか子殺しの親︒手前勝

まれぬ上での捨て子︒今は捨て

ておくれ⁝⁝と︒昔は止むに止

ぉ知らせ

と凹ペソと︑ど

いにおかしいこ

が︑まあその位
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百キロ︑燃えるゴミ百五十キロ
もあった︒

1しヽ︑l
J．Jノこ札注入㌔

7月1日 ふれあい運動推進大会で常盤校区ふれあ
い運動推進員会の立看板の郡が 優秀賞
9月4日 市民ソフトボール大会で後岡の辻が
惜 負
市民婦人バレーボール大会で大沢西後が
第三位
10月10日 市民体育大会で
軟式テニス
第三位
卓
球
第二位
バトミントン
惜 負
校区対抗リレー
第三位
10月10日．鶴田杯近郷シニア家庭婦人バレーボール
大会で常盤シニアクラブが 準優勝

おヘソが茶を沸かす

市参加成績発表

あたらぬ所で︑よき人に拾われ

； 俵田翁記念体育館 ‡ ■ − − ■■■ − − ■■■ − ■ − − − − ヽll■ ■l■■ − ● ■l■ − − − −

︵川U︹川u︵川

川 U ︵ 川 川 U ︵ 川 川 U︵川U︵川U

川 U ︵ 川 U ︵ 川u︵川︺︵川U︵川u︵川

n u ︵ 川U︹川

昭和64年1月8日（日）

糞

第1回市民網引大会

よ

王まつり（8月7日）
イェーイ．／／ほくらのバチきはき見てくれたかな。
J

／ l！
・・′
総合優勝………………………
大沢西前チーム
自治会対抗リレー1位‥…‥＝東則貞チーム

†威がニ；

∧ 川 川 ＞＜川川川UYハ川川

︵ 川U︵川︺︵川

J今も；、糊者の。をくぎづけ忙しました。

文

運

†敬老 会（9別5日）

沢山のお年寄りが集まりました。いつまでもお元気で

ふるさと残照
亀浦老人会今泉俊雄
以前は︑私の郷里では︑隣
か

近所のら季節の物など頂
いたとき︑手近かにお堪ぇし
のものがない場合には︑庭の
南天の小枝を︑その語に入
しろし
れて︑お返えしの印としてい
たことを覚えている︒
これは枇を転ずる︑つまり
欝と南天の帥みを繹ね合わ
せたもので︑厄難を被うて︑
よきことが来るようにとの恵
味合いをあらわしたものとき
れている︒山河を同うし︑心

を同うするの日常の生活

の中での︑ありがとうとの表
病への道へ︑あるいは体力や機

くとっているといわれ︑それを

能を低下させ老化を早めます︒

結構なことだが︑その反面︑
運動で消費することが必要であ

現であった︒今の世相は物の

物を粗末にする風潮は否めな
り大切なことです︒三〇〇キロ

使い捨ての時代といわれてい

い︒物のいのちを粗末にする
カロリーを歩く距離に換算する

1より約三〇〇キロカロリー多

ことは︑兎角心までも傷つけ
と一万歩︑時間にして一時間三

現代人は一日に必要なエネルギ

ることになるのではあるまい

い長つ

は禁物︒からだの各部分を動か

す︒中高年者が運動する時ムリ

では二時間二十四分もかかりま

絶とびでは十一分ですがゴルフ

十分︒ジョギングでは十五分︒

る︒物が豊富に出廻ることは

﹃よく動いてる
つもりでも
交通も発達︑家事も電化︑よ

運動不足﹄

か︒ささやかな一物を頂いて
もそのお返えしに︑南天のl
枝を添えて︑物と心とに感謝
を捧げ合った︑ふるさとの土

ほお

の香いのする習慣に心惹かれ

るものを選びましょう︒

す全身運動でマイペースででき

いと運動不足になってしまいま

ほど意識してからだを動かさな

老来︑ここに来て︑ふるさ
す︒健康を維持するためには︑

るものがある︒
とを思う︒古仏のようなふる

が最適です︒毎日の生活の中で

水泳︑ジョギング︑絶とびなど
マメにからだを動かそう︒

歩くことに換算すると一日一万

〇〇歩︒一日の内で汗をかく瞬

間をもってない人は︑まず運動

不足︒運動不足は肥満から成人

花ショウブの苗を
分譲します︒
※問合せ先

つくる

長寿の心得
人生は六十才から

只今留守と言え

七十才でお迎えの釆た時は

八十才でお迎えの来た時は

まだまだ早いと言え

そう急がずともよいと言え

九十才でお迎えの来た時は
百才でお迎えの釆た時は

ボツポッ行くと言え

頃を見てこちらから

明日も楽しもう

今日を喜び

づくりに

常盤市民センター

でんわ二二−一四五五

教室紹介シリーズ

太極拳教室

太極拳︵中国拳法の一門派︶

あ

と

が

き

それは誰でも︑いつでも︑どこ
久しぶりの編集員の集り︑四
でもできる運動です︒静かな心︑
月からの行事を調べてわかる地
域の人々の活躍ぶり﹁すごいな
あ﹂と感激した︒
大下

やわらかい体︒深く長い呼吸︑

とれた歩行︑姿勢は常に美しく

ゆっくりした動作︒バランスの

今年も残り数十日︑何をした
のでしょうか︒﹁コミュニティ
ー常盤﹂のあとがきにも追われ

を基本に一楽魔太極拳講師岡野

追われた1年でした︒

沢木

五名︑三十分の入念な準偏運動

静香先生の指導により男女二十

三隅

ペリカン君の取材で出会った
白須さん︒とてもやさしい目を
していました︒すぼらしい方を
知り︑しあわせ︒
山根

長いはずの一年もアッと云う
間に十二月︒新聞を見ながら今
年を振り返りませんか？ 野田

仕事を持ちながらの〝新聞作
り″ですが︑いそがしい時間を
やりくりして⁝︒この中に楽し
みがあります︒
植野

来年こそは⁝の心意気で次号
も奮闘します︒乞期待〃⁚長弘

あまり多くもない知恵をしば
って︑頑張りました︒

日暦をマジックで消す
索の間に刻が消え
光陰ジェットの如し

﹁住みよい常盤校区づくり﹂
のアンケートで︑本紙を読んで
いる八六・一パーセントに励ま
きれ大ハッスル〃
松永

から始まりゆっくりした動きと
今年もあと一ケ月で終わり︒
深い呼吸により足腰の機能ふ古向 皆きん忙がしいでしょうが︑ゆ
っくりすみずみまで読んで下き
いね︒お願いします︒
堺

め︑血行︑姿勢痘良くし︑精神

の安定︑自分の潜在能力の開発

っております︒皆さん一度見に

に毎週一回︵火曜日︶楽しくや

来られませんか︒

参加してみませんか︒

広報紙︵コミュニティー常盤︶

問い合せは

アイディアを︑特技を活かしましょう︒

紙面を創造する︒＝楽しいですよ︒

みんなで

南東風募集

たと思っても︑六〇〇〇〜七〇

さとを思・つ︒何の飾りもない

法恵

菊子

︒

歩といわれます︒でもよく動い

松本

−

風光の中に︑物心一如の姿が
あるように思う

飛び出して親ふり向く野路の秋

ときわ市民センター俳句会
いたち

片山

皆んなの

（自 昭和63年2月 至昭和63年‖月）

l
みらのくの・旅の香を欲るリンゴ食ぶ

則貞三丁目十二−四十

広報紙

則貞5丁目】0−25

義

岡の辻

勝

則貞3丁目8−22

野

江 頭

城

大沢東

藤本マサ子

則貞4丁目20−12

桐一葉文一しきり雨たたく

大沢東

電話21−四九九二

亀洒北

米藤ふじ子

大沢西後

天高し笛に園児の輪のひらく

ケ

様様様様様様様様様様様様様様様様様

亀浦酉

可堆堆雄朗郎
貞保信芳志二

則貞5丁目5−31

富子

恵

亀滴北

田村

番

組浦棄

素薮のぎわめく夜半の初時雨

朝

亀浦乗

題﹁秘密﹂

ルンルンの気分アデランスは秘密

ツギ女

機

風博酉

常盤川柳教室

病名は秘密笑領で看辞する

政

子

此処だけと話す秘密に羽がはえ

生

大沢東

蔵 藤
中 塚
中 野
伊 藤
見 坂
岡 本
諸石ト ヰ子
杉野シヅ子
田 中 正 一
辻 祥 一
大 野 伸 子
町野美津子
澤 木 暑
常 松 勝 紀
岩 本 政 夫
坂 本 正 毅
三隅 ミ サヲ

亀浦東

恋知った乙女秘密を胸にだき

美登里

常飲地区の福祉事業のため、有意義Kつかわ

′ウノ

弥

せていただきます。厚くお礼申し上げます。

ノ・′−

企業秘密又飼い犬に手をかまれ

次の方々から香典返しとして、常磐校区社会

み

翔ぶ女鏡へ秘密見透かされ

福祉協議会陀ご厚志をいただきました。

昭和63年12月1日（4）

コミュニティー常盤 彪8

