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　ながの環境パートナーシップ会議の発足時から本

チームの活動を始め15年になります。

　当初は、生ごみ削減の県内外の活動状況を調べて視

察に行き、削減の啓蒙キャンペーンや生ごみの堆肥化

による方法やその利用法の講習会を行っていました。

啓蒙活動では、小中学生による生ごみを減らすポス

ターや標語を募集し、ゴミ収集車に印刷（「のこさず

食べよう」「生ごみだって変身できる」）して街中を

走っていただきました。また、信州環境フェアなどの

イベントに参加し、展示・講習会・クイズなどを今も

行っています。

　2004年から「生ごみフォーラム」というイベント

で、生ごみ堆肥を使ったガーデニング講座・エコなお

料理・箱膳の講習会などを実施してきました。そし

て、2012年からは、段ボール堆肥に使う発酵基材の開

発を手掛け、2014年に「ビタピー５」という名称で売

り出し、翌年には発酵に適した専用段ボール箱を開発

し、併せて「長野産基材」としてホームセンターに置

かせていただいております。

　2016年からは、長野市屋島の落合橋下流の農地を借

りて「キッズ生ごみ農園クラブ」を立ち上げ、ミミズ

コンポストを主

体とした堆肥場

と野菜などの畑

を運営していま

す。このクラブ

は、年会員制で

親子が生ごみを

持ちより堆肥作

りに協力し、で

きるときに栽培

に関わり収穫で

きるシステムで

す。夏の収穫祭では、ジャガイモや夏野菜などを収穫

しその場でジャガバタなどにして戴き、ジャガイモは

10㎏ほど持ち帰ることができます。秋の収穫祭では、

大根・葉物野菜などを収穫し豚汁を戴き、大根は10本

ほどお持ち帰りできます。年会費は3600円と格安なの

で年々会員が増えて大変好評です。

　私たちのチームは、これからも生ごみを資源として

活用し、その成果を地域に還元する活動に取り組んで

ゆきたいと考えております。

チームリーダー　河西　弘明

生ごみ削減・再生利用
プロジェクトチームの活動について

ミミズコンポストに生ごみを投入

大根など秋の収穫祭

ジャガイモの収穫祭「ジャガバタを味わう」



　　　　　　　　　　　　第６号　平成31年３月１日

　小市南団地のサロンはとても温かい雰囲気で、まだ

来ていない人を「迎えに行こうか」と心配する声を耳

にしました。

　今回は紙芝居やクイズのほかに、「お口とカラダの

元気体操」ということで、歯科衛生士さんの講話や上

半身の体操、口腔体操も行いました。普段使わない筋

肉を動かすとけっこう効き、「痛いね…」と笑い合う

場面も。終始和やかな様子でした。

　そして楽しいお茶の時間。それぞれの近況を話し

たり、会話が弾みました。また、参加した人からは

「もっとサロンを広く周知してほしい」という意見も

出るなど、みんなで集まれるサロンの場を大切にして

いる気持ちが伝わってきました。

上半身の体操でリフレッシュ

小市南団地の
平成30年9月6日（木）

10時～

日時

場所 小市南団地集会所

　今回のサロンは戸隠交流施設「森林囃子」での開催

でした。差出北区では年５回のサロンのうち１回をこ

うした施設に足を運んで実施しています。参加する方

たちはこの日をとても心待ちにしていて、現地に向か

うバスの中でも大盛り上がり。食事のときにはさらに

盛り上がり、大声で会話を楽しみました。また、食事

のあとにはのんびり昼寝をする人も見られ、思い思い

に自由な時間を満喫することができました。

　施設では温泉に入ることも楽しみのひとつ。公民館

での開催とはひと味違う空気の中で心身ともに癒され

るサロンとなりました。差出北の
平成30年10月12日（金）
日時

場所
戸隠交流施設
「森林囃子（もくもくばやし）」

講話をする保健所の小林課長補佐

　秋晴れの暖かい日に開催されたサロンには20名ほど

の人が参加しました。参加された人たちはサロンの日

を楽しみにしている様子で、笑顔で公民館にやってき

ます。

　この日は保健所の薬剤師さんから「薬の正しい使い

方」についての話を聞きました。薬のことは分かって

いるようでも、思い込んでしまっていることもあるの

ではないでしょうか。みなさん、うなずきながらとて

も真剣な面持ちで聞き入っており、講話のあとにも熱

心に質問する姿が見られました。

　待ちかねのお茶の時間にはいつまでも話が尽きず、

ここでもたくさんの笑顔を見ることができました。平柴台の
平成30年10月13日（土）

10時～

日時

場所 平柴台公民館

笑顔が絶えない会食の時間
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オレンジカフェ

　今回のサロンでは長野市弁護士会から３名の方が訪

れ、詐欺被害についての話を聞きました。詐欺の被害

は長野市内ではもちろん安茂里地区でも増えていると

いうことで、様々な詐欺の手口を説明していただきま

した。

　寸劇を交えての説明はとても分かりやすく、改めて

詐欺について学ぶことができました。詐欺師はあの手

この手の巧妙な手口で近づいてきます。大切なのは

「必ず誰かに相談すること」なのだそうです。

 お茶の時間にはそれぞれの詐欺の体験談を出し合

い、情報を共有しました。情報を共有することで詐欺

に対する知識

が深まるだけ

でなく、人と

の交流も生ま

れ、被害にあ

いにくくなる

のではないか

と感じました。

　オレンジカフェでは12月20日（木）に恒例のクリスマ

ス会が行われました。今回のイベントはマジックとコー

ラス。一般の方はもちろん、近隣の介護施設からも大勢

の人が訪れ、大盛況となりました。

　すいせんマジックサークルによるマジックでは次々と

繰り出される技に歓声と大きな拍手が起こりました。そ

して、素敵なハーモニーを披露してくれたのは「シニア

コーラス歩」の皆さん。ハンドベルの演奏もあり、クリ

スマスムードを

一層盛り上げて

くれました。

　多くの人が訪

れ楽しいひとと

きを過ごすオレ

ンジカフェ。支

えてくれるボラ

ンティアさんたちからの意見も取り入れて、訪れる人に

楽しんでもらおうと工夫を重ねています。温かいボラン

ティアさんが迎えてくれるオレンジカフェにぜひお越し

ください。一緒に活動してくれるボランティアさんも随

時募集しています。

◎オレンジカフェあもり　
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

◎問い合わせ先
長野市地域包括
支援センター安茂里
TEL 026-226-3895

園沖の
平成30年10月15日（月）

10時～

日時

場所 園沖集会所

詐欺師を演じる弁護士

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）

サキベジ
健康セミナ

ー
の様子です

　雲ひとつない気持ちのいい青空の日に開催されたサ

ロン。犀北第二団地では少ない人数ながらも穏やかな

雰囲気の中で行われています。

　今回も昨年と同様に包括支援センター安茂里の宮崎

さんから介護保険についての話を聞きました。昨年の

話を聞いたあとに体験したことの話や質問にもとても

丁寧に答えていただきました。

　ほかにも脳トレや家でできるストレッチも教えてい

ただき、歌に合わせて体も動かしました。なかには上

手くできない人もいましたが、宮崎さんから「毎日少

しずつでも体を動かすことで、今できないこともだん

だんできるようになりますよ」と励ましの言葉をいた

だき、前向きに取り組むことができました。

平成30年10月25日（木）
10時～

日時

場所 犀北第二団地公民館

犀北第二団地の

和気あいあいとした雰囲気のサロン

会場に鳴り響いたハンドベルの演奏

◎今後の予定　
平成31年 ３月28日第４木曜日

４月18日

５月16日

６月20日４周年イベント

７月18日

８月22日第４木曜日

９月19日

10月17日

11月21日

12月19日クリスマスイベント

平成32年 １月16日

２月20日

３月26日第４木曜日
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第１回ポプラっこ２年生　「ちいきの方から学ぶ日」
　裾花小学校では９月25

日（火）に「第１回ポ

プラっこ２年生ちいきの

方から学ぶ日」を開催し

ました。裾花小学校２年

生の児童たちが13講座の

うち、それぞれ２つの講

座を選び、地域のボラン

ティアの方と交流しました。

　かがやきひろば安茂里でぞうきん縫いのボランティ

アをしている丸山順江さんもボランティアとして参加

しました。この講座では子供たちが自分の名前を刺繍

してマイぞうきんを完成させます。子供たちが一番苦

戦していたのは糸通し。ボランティアさんの手を借り

ながら何とか糸を通すことができました。苦労した分

だけ、自分の名前が刺繍されたぞうきんを手にする子

供たちはとても誇らしく見

えました。

　ほかにも「津軽三味線の

音を聞いてみよう、弾いて

みよう」、「リトミックで

音楽を楽しもう」などの講

座があり、どの講座でも子

供たちの生き生きとした姿

を見ることができました。

また、子供たちと触れ合うボランティアの方々もとて

も温かい表情をしていました。

　裾花小学校では地域のボランティアが４年生～６年

生のクラブ活動の講師をするなどコミュニティスクー

ルを盛んに取り入れています。温かい目で見守ってく

れる地域の方とのふれあいは子供たちの中で貴重な経

験となるはずです。

ホームスタート・ながのこどもの城　（家庭訪問型子育て支援）
　ホームスタートは未就学児（６歳未満）がいるご家

庭に、研修を受けた地域の子育て経験者が訪問する

「家庭訪問型子育て支援ボランティア」です。育児経

験のあるホームビジターが週に１回２時間、４回ほど継

続的に訪問します。そして利用者の気持ちに寄り添い

ながら、おしゃべりをし、一緒に家事育児等をします。

　実際にホームビジターとして活動されている二人の

方にお話を聞きました。一人目は40代の女性です。

県外の出身でご自分の子育てのときに頼れる人がな

く、とても苦労したそうです。ホームスタート活動を

知り、「同じように困っている人のお手伝いができれ

ば」と登録したとのことでした。

　二人目は実際にホームスタートを利用して「とて

も助かった」と

いう20代の女性

です。ご主人も

ホームビジター

になる後押しを

してくれたそう

です。まだご自

身の子供が小さ

いため、活動がある

ときはご主人が子供

の面倒を見るなど協

力してくれていると

話してくれました。

　悩んでいるときは

誰かに話を聴いて

もらうだけでも気持

ちが楽になるもので

す。子育てで悩んで

いる方は一度ホームスタートに問い合わせてみてはい

かがでしょうか。

　また、ホームビジターの募集も受け付けています。

ビジターになるには延べ40時間、８日間の養成講座の

受講が必要となります。詳しくは下記までお問い合わ

せください。

　ボランティア通信第６号をお届けします。安茂里18
地区の「お茶のみサロン」の取材が終了しました。今

後ボランティア通信の発行は、不定期での発行となり
ます。皆様からの情報をお待ちしております。

編 集 後 記

ボランティアさんと記念撮影
三味線を教わる子どもたち

ホームビジターと一緒にお散歩

訪問先で子どもと遊ぶ
ホームビジター（右）

問い合わせ先
　ホームスタート・ながのこどもの城
　TEL:080-9579-2078
　FAX:026-223-0731
　E-mail:hs-nagano@na-kodomo.com


