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一芸ボランティア登録者対象の
ボランティア研修会を開催
ボランティア通信編集委員長
一芸ボランティア登録者を対象とした初めての研修
会を１月25日に安茂里公民館学習室において40名が参
加し開催されました。
講師は西敬寺住職の木賣慈教氏にお願いし、「ボラ
ンティアを学ぼう」という演題でボランティアの基本
的なことについて講演をいただきました。聴衆が圧倒
されるような腹の底から響く説得力のある大きな声で
笑いあり感動あり、大変楽しく聞きました。
はじめに長野市内の高校のボランティアの授業で
「情けは人の為ならず」の意味を訪ねたところ、「情
けを人のためにしておけば、めぐりめぐって自分に
返ってくる」という正解にたどり着いたのは２割しか
おらず残念な結果だったとの話があり、家では外に比
べて「ありがとう」という言葉をあまり使わないが、
それは家でのことが「ありがとう」の反対語「あたり
まえ」になっているからであるという話がありまし
た。
そしてボランティアとは人助けをすることによって
自らが磨かれ角が取れること。「ありがとう集め」を
すること。ボランティアは私欲を振りかざしてはいけ
ないということ。人間には五つの欲（食欲、睡眠欲、
色欲、財欲、名誉欲）があるが、ボランティアは欲や
見返りを期待して動いてはいけない。と強調しており
ました。
また、ボランティアとは全て恩返しで、恩には三つ
の特質があり、一つ目は「恩はそれが大きいほど分か
りにくい（親の恩等）」、二つ目は「恩はこちらから
求めるものではなく恵まれるものである」、三つ目は
「恩は決して返しきれるものではない、恩返しはぐる

健康福祉部会長

荒井

訓夫

講演する木賣慈教氏

ぐる回って自分に返ってくるものである」との話もい
ただきました。
最後に、災害にあったときなど近所の絆が深まって
いれば、助け合い、支え合うことができます、これが
人との繋がりであり、大切にしていきたいと結んでい
ました。
一芸ボランティアに登録していただいた皆様に初め
ての企画でしたが、今後も機会があるごとに講師をお
呼びし講演会等を開催していきます。

プロフィール
木賣 慈教
（きうり じきょう）
◦浄土真宗本願寺派
長野教区 河西組 田野山
西敬寺住職
◦浄土真宗本願寺派布教使
◦ながのボランティア・市民活動ネットワーク理事

講演を聞きに訪れた人々
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小市地区の

平成30年３月１日
日時
（土）
平成29年9月9日

10時～

場所 小市公民館

今回の催し物は毎年９月22日、23日に執り行われる
志奈埜市神社大祭に先立ち、小市神楽囃子保存会によ
る神楽囃子の披露でした。
９月のお茶のみサロンでの披露は毎年恒例で、高台
にある神社まで見に行くことが難しい高齢者のために
催しているそうです。「毎年楽しみにしています」と

差出南地区の

日時
平成29年10月12日
（木）

10時～

場所 差出南区民センター

今回のイベントは落語家のらくらく亭八十吉さんに
よる落語・ウクレレ・川柳で、「汗をかくほど笑っ
た」という参加者もいるほど、みんなで大笑いして楽
しい時間を過ごすことができました。
地区内の老人会でのイベントと内容がかぶらないよ

西河原地区の

日時
平成29年10月18日
（水）

10時～

場所 西河原公民館

この日のイベントは「笑いヨガ」。講師は笑いヨガ
グループ「らんらんラフターおひさま」代表の小林さ
んです。笑いヨガのほかにシナプソロジー（普段慣れ
ない動きで脳を適度に混乱させ、活性化させること）
も行い、とても盛り上がりました。
笑うことは免疫力アップなど健康寿命につながる効

宮沖地区の

日時
（月）
平成29年10月23日

10時～

場所 安茂里保育園、
宮沖公民館

宮沖区では今回のメインイベントとして安茂里保育
園の園児との交流会が行われました。
宮沖在住の清水さんによるマジックショーでは、園
児はもちろん会場全体から感嘆の声が上がりました。
また、お互いの歌の披露のほか、園児がサロン参加者

いう参加者の声も聞かれました。
神楽囃子の笛
と太鼓、獅子方
は若い世代の人
たちも担ってお
り、小市地区の
世代間交流が広
く行われている
様子が見受けら
れました。
神楽囃子の披露

（小市神楽囃子保存会）

うに連絡を取り合い、区内のサークルや公民館との
共催も計画するなど、様々な工夫をしながらお茶のみ
サロンを開催して
いるとのこと。主
催者側の“参加す
る人に楽しんでも
らいたい”という
温かい気持ちが伝
わってきました。
らくらく亭八十吉さんの演技

果が多くあり、笑うことで人づきあいも円くなるそう
です。今回のサロンも終始笑い声に包まれた中で明る
く楽しい時
間を過ごす
ことができ
ました。

笑いヨガを楽しむ

の肩を叩いて抱擁し合う場面もあり、とても心温まる
交流会でした。
宮沖では男性参加率が高く、公民館での懇親会で
は積極的に
歌をリクエス
トする姿も見
られ、活気の
あるサロンと
なっていまし
た。
園児とのふれあい
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大門地区の

平成30年３月１日

み」と話してくれました。お昼を食べてゆっくり過ご

日時
平成29年10月27日
（金）

せることもこのサロンの魅力だということでした。

11時～

場所 大門第二公民館

住民同士が触れ合い、交流できるこのサロンの場は
とても大切なものだと感じました。

今回のサロンでは西部保健センターの保健師さんに
よるインフルエンザ予防や血圧についての講話を聞
き、講話のあとは顔の体操や軽い体操をするなど体も
動かしました。
参加者は独り暮らしの方が多く、参加した方に聞く
と「一人で暮らしていると声を出すこともあまりない
ので、サロンに参加してみなさんと会話するのが楽し

杏花台地区の

熱心に保健師さんの講話を聞く参加者

日頃から散歩などで体を動かしているという人も多

日時
平成29年11月14日
（火）

11時～

くおり、みなさんの健康に対する意識の高さがうかが
えました。

場所 杏花台公民館

この日は講師の段原先生をお呼びして介護予防体操
に取り組みました。体操で筋力トレーニングやスト
レッチをすることによって運動器症候群（ロコモティ
ブシンドローム）の改善、転倒予防にも効果があると
いうことで、みなさんとても真剣に取り組んでいまし
た。
介護予防体操は独りでは継続しづらいですが、みん
なで楽しく活動することで続けやすくなります。参加
した人からは「定期的に体操ができる場がほしい」と

介護予防体操

の声も聞かれました。

オレンジカフェの利用状況
オレンジカフェは認知症
の方だけではなく、誰でも
気軽に集える場所として運
営しています。
平成29年４月～平成30
年１月までの利用者数約
460名です。今後も皆さ 客で満員となったオレンジカフェ
まのご利用をお待ちしています。
毎月第３木曜日 午前９時30分～11時30分
かがやきひろば安茂里２階 参加費100円

ジ
サキベ ミナー
セ
康
健
です
の様子

長野市差出南1丁目9-24／℡026-291-3030
フリーアクセス 0120-32-3020（24時間受付）

今後の予定
３月15日、４月19日、
５月17日、６月21日、
３周年記念イベント

平成30年

７月19日、８月23日、
９月20日、10月18日、
11月15日、12月20日
クリスマス会

平成31年

１月17日、２月21日、
３月28日
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「地域コミュニティスクール」公園清掃実施 （仮称）安茂里地区公園建設小委員会
今年度から地域コミュニティスクールの一環とし
て、昨年10月８日秋晴れの日曜日に裾花中学校女子バ
スケット部顧問と生徒20名、裾花小学校教頭先生と
５・６年生14名、自治協役員、公園愛護会の総勢60名
で地域と学校が一体となり連帯感とふれあいの場を作
ることを目的に公園の清掃を実施しました。石拾いや
草取り、枯れ草の片付け等、「いっしょうけんめい」
の甲斐あってきれいな公園になりました。生徒たちの

事務局長

臼田澄子

真剣に取り組んでる姿は「やればできる」を教えられ
たところです。
今後も安茂里地域の小中学校との交流を通し、美し
く、身近で楽しめる公園の維持に努めてまいります。
清掃終了後は昼食にバーベキューを楽しみました。
その中で生徒たちからバスケットゴール設置の要望が
あり、住民自治協議会と建設小委員会で検討し設置に
向けて長野市と交渉していきたいと回答しました。

公園清掃活動に参加した生徒の感想
裾花小学校 倉石京佳さん

裾花中学校

新しくできた公園はとても広いので草取りは大変だっ
たけど、夏には夏祭りをやったし、これから桜や遊具な
どを置く大切な公園なのでがんばってやりました。
友達といろんな所で草取りをしていると、近くに中学
生がいました。見ているときびきび動いて、どんどん草
を取っていたのですごいなぁと思いました。返事もきち
んとしているところもです。
日差しが強くて、すごく暑くて大変でしたが、長野興
農のりんごジュースが配られておいしかったです。腰が
痛くなってしまいましたが、友達と協力してたくさんの
草が取れました。高い場所から
公園を見わたしてみると、始め
たときよりきれいになったので
やったかいがありました。
終わった後の焼肉と焼きそば
も働いたあとだから、とてもお
いしかったです。やってよかっ
たと思いました。
草あつめを手伝う小学生

私たち裾花中学校女子バスケットボール部は安茂里の
清掃ボランティアに参加しました。
ボランティアでは、地域の小学生からお年寄りの方まで
多くの人と交流をしました。裾花中以外の人と協力し、こ
うした作業をすることによってコミュニケーションをとる
ことができ、交流を通してたくさん成長することができま
した。活動後のバーベキューの準備や作成に自分たちから
進んでお手伝いをし、とても楽しかったです。
私たちは今までこのような経験をしたことがありませ
んでしたが、今回このように貴重な体験の機会を頂き本
当に良かったし、公園もきれいに
なったので嬉しく思いました。
来年もまた、私たち裾花中学校
が呼ばれて地域の方と交流ができ
たら素晴らしいと思っています。
今回は私たちを参加させていた
だき本当にありがとうございまし
た。
作業終了後の焼肉での昼食

「地域きらめき隊員の取組について」
平成29年４月から安茂里地区地域きらめき隊員とし
て、地域の皆さまと一緒にまちづくり活動に取り組んで
おりますが、きらめき隊員の制度や取組内容はどのよう
なものか、ご紹介いたします。
■地域きらめき隊員とは
長野市では、平成28年度から地域おこし活動を強化す
るため、新たに支援する職員として支所長補佐等を「地
域きらめき隊員」に任命し、隊員を中心に支所をあげ
て、地域と協働し「地域おこし活動」に取組んでいくも
のです。
■きらめき隊員の主な取組
〇結婚支援事業
少子化対策の一つとして結婚を希望する若者を地域
で積極的に支援するため、平成29年12月16日に第二ブ
ロック５地区（芹田、古牧、三輪、吉田、安茂里）と
第一から第五地区による10地区合同の婚活支援者向け
結婚支援セミナーを実施しました。
〇生活支援体制整備（地域包括ケアシステム）事業
介護保険制度改正に伴い、生活支援・介護予防の担

安茂里地区地域きらめき隊員
安茂里支所長補佐

市川博之

い手の養成等が地域で求められております。「安茂里
地区支え合い活動計画」の策定支援など平成30年以降
の生活支援体制づくりを住民自治協議会、地区内の関
係団体の皆さまとともに進めてまいります。
〇安茂里応援 一芸ボランティア
子育て・見守りなど地域では声にならない「お手伝
い活動」の要望が潜在しています。
住民の方にボランティア登録をしていただき、地
域の集いや施設などに講師として派遣する「一芸ボ
ランティア」事業を平成28年度から実施しています。
運営委員会構成員の一
人として、「一芸ボラ
ンティア」に登録いた
だいた皆さまを安茂里
地区の大切な人材とし
て、有効かつ効果的に
活用できるよう事業を
推進します。
福祉バザーで説明する市川補佐

ブルーカード

picoca

厚生労働大臣賞（優勝）を
受賞した全国No.1の
技術をおたしかめください。

本社事務所／長野市差出南2丁目1-32

ご利用になれます。

