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一芸ボランティア登録者の活動紹介
信州裾花彩鳥太鼓

信州裾花彩鳥太鼓

演奏

今年で25周年を迎えることとなりました。子供のころ
からの夢「いつか太鼓を打てることができたら参加して
打ちたい」との思い…太鼓好きの人たちが集まり、結成
することとなりました。全員が未経験者でした。すべて
が白紙でした。
太鼓は御諏訪太鼓宗家小口大八先生にご指導いただき
ました。まず自分のバチを購入し、太鼓の前に立ち、音
符も知らず、バチの持ち方・打ち方を初めから教えてい
ただきました。
一生懸命曲の音符も暗記し、一曲一曲音符通りに覚え
ました。初めて参加したメンバーは岡谷まで練習に通
い、本気で取り組みました。
太鼓がなかったので先生から半年間お借りして練習す
ることになりました。やがて思いがけず全員に太鼓を購
入することができるようになりました。
自分の太鼓
の前に立ち、
両手が震える
ほどの喜びで
笑顔があふ
れ、嬉しく、
感動するメン
バーたちで
平成30年８月４日
した。
信更夏祭りに参加した裾花彩鳥太鼓のメンバー

大久保 美智子

そして長野県太鼓連盟にも加入
し、課題曲にも挑戦し、複雑な技
にも取り組んできました。小口大
八先生にはお祝に幟旗を寄贈して
いただき、大太鼓にかかげ、思い
切り打ち込んでいます。
長野冬季オリンピック閉会式に
も全員が参加、総勢200名での揃い
打ちは初めての体験で私たちメン
バーを成長させてくれました。
夏になれば楽しいお花市です。
平成14年から現在まで毎年８月12
日のお花市には中央通りの３カ所
の会場で演奏しております。中央地区発展会様のご依頼
です。心から感謝しております。
その他、文化祭、地域のイベント、スポーツ振興部文
化祭、街角ミュージックなどにも参加致しております。
毎週１回練習をしており、メンバーも若者が入会。彩
鳥太鼓が後継者へと発展していくことに力を入れ、新曲
にもメンバー共々日々練習しています。今後とも皆様方
のご支援をいただきながら、仲良く楽しい太鼓をお届け
していきたいと思っています。
一芸ボランティアに登録いただいた「信州裾花彩
鳥太鼓」は、信更地区との地域間交流で平成29・30
年の２年間、信更地区の夏祭りでその演舞をご披露
いただきました。
今後ボランティア通信では、登録いただいた方々
を順次紹介していきます。

力強い演舞を披露する裾花彩鳥太鼓の皆さん
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差出中区の

平成30年９月１日
日時
（土）
平成30年６月9日

10時～

場所 差出中公民館

差出中区では年６回のサロンを開催しています。毎
回福祉推進委員さんが様々なイベントを企画し、訪れ
る人を楽しませてくれています。
大勢の人が訪れるというサロンは、この日も40人ほ
どの参加者で賑わっていました。
今回のサロンは保健師さんによる講話、そしてサロン
恒例の「歌声広場」です。

平柴区の

日時
（木）
平成30年６月21日

10時～

場所 平柴公民館

平柴区では公民館に座椅子が用意され、畳の上でも
立ったり座ったりし易いように配慮されています。
この日のサロンには30名程の方が参加しました。参
加する方たちはサロンの日をとても楽しみにしてい
る様子で、知り合いの顔を見つけて嬉しそうに部屋に
入ってくる姿を何度も目にしました。
今回のイベントは平柴在住の篠原りょうさんによる

小路区の

日時
（金）
平成30年６月22日

歌声広場では差出中区の横山夫妻のギターとハーモ
ニカに合わせて懐かしい歌を楽しんでいます。
最後はいつも
通り「今日の日
はさようなら」
を唄い、サロン
を締めくくりま
した。

横山夫妻のギターとハーモニカ演奏

マウスオルガン
のコンサート。
その懐かしい音
色に目を閉じて
聞いている人、
中には涙ぐんで
いる人も。とて
も穏やかな心地
いい時間を過ご
すことができま
した。
篠原りょうさんのマウスオルガンの演奏

んが席を回って一人一人に声をかけていました。とて
もアットホームな雰囲気で心が温かくなりました。

11時～

場所 小路公民館

小路区は少ない人数ですが、とても和やかにサロン
が行われています。参加する方もサロンの日を心待ち
にしている様子でした。
この日は保健師さんから高齢期の食生活についての
話を聞きました。みなさん、熱心に耳を傾け、講話の
あとには積極的に質問をする姿がみられました。
食事の時間には民生児童委員さんや福祉推進委員さ

犀北区の

日時
（火）
平成30年７月17日

熱心に保健師さんの話を聞く出席者

を多めにして交流を大切にしている」と話してくれま
した。

10時～

場所 犀北団地集会所

猛暑つづきの暑い日となりましたが、20人ほどの方
がサロンに参加しました。
この日は佐久大学看護学部の学生３名が実習の一環
として訪れ、ながのベジライフ宣言についての説明が
ありました。学生たちの初々しい姿にみんなで笑い合
う場面も。この日が誕生日だという学生にみんなで誕
生日の歌を唄うなど、和気あいあいとした雰囲気のサ
ロンとなりました。
その後のカレーを食べながらのおしゃべりは大盛り
上がり。主催しているみなさんは「おしゃべりの時間

笑顔で説明する佐久大学の学生
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小市団地区の

日時
（月）
平成30年７月23日

平成30年９月１日

にサロンの日を必ず入れている」という声も聞かれ、
サロンを楽しみにしている様子が伝わってきました。

10時～

場所 小市団地集会所

猛暑がつづく暑い日にも関わらず、20名ほどの方が
参加し、「食生活からの認知症予防」について保健師
さんの話を聞きました。
今年は特別暑い日が続いていますが、お茶の時間に
はアイスが配られ、主催者側の気づかいが感じられま
した。
小市団地のサロンはとても明るい雰囲気の中で行わ
れています。集まった人たちからは「年間の予定の中

会話を楽しむ人たち

オレンジカフェ報告
６月21日（木）
に３周年を迎えた
オレンジカフェあ
もり。この日は記
念開催ということ
で「シニアコーラ
スあゆみ」のみな
３周年記念開催
さんが素敵な歌声 「シニアコーラスあゆみ」を迎え
を聞かせてくれました。
また、７月19日（木）のオレンジカフェには連日続
く猛暑にもかかわらず多くの人が訪れました。ボラン
ティアさんと笑顔で言葉を交わす姿からは、この日を
心待ちにしている様子が伝わってきました。

毎月第４火曜日の午後はぞうきん縫いボランティアの
日。10名ほどの女性たちが和気あいあいと活動していま
す。場所はかがやきひろば安茂里の２階。作った雑巾や
ウェス（汚れを拭き取る布）はデイサービスや訪問介護の
現場で使われています。
「何か役に立つことをしてみませんか？」と誘われたこ
とがきっかけで始め、今年で丸10年。手を動かしつつ、お
しゃべりに花を咲かせています。

ぜひ気軽にお出掛けください。笑顔のボランティア
さんが迎えてくれます。
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

今後の予定
平成30年

８月23日、９月20日、
10月18日、11月15日、
12月20日

平成31年

１月17日、2月21日、
３月28日

中には「動かしづら
かった手が少しずつ動
かせるようになって、
リハビリにもなってい
ます」という方もいま
した。
また、くつ下を作る
ときに出る“はぎれ”
を使った座布団や小
座布団も作っています。
物入れも制作。どれ
も素敵な作品ばかりです。座布団は、かがやきひろば安茂
里２階のソファーに置いてありますので、ぜひ手にとって
ご覧ください。
問い合わせ先
かがやきひろば安茂里 電話 225−8500

参加したボランティアの皆さん
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犀北雪かきボランティア
見上げる空から雪が落ちてくる。神秘的でその雪が
一面を白く覆う景色は別世界。
しかし、雪は道路にも降り積もるわけで、安全上雪
を片付けなければなりません。
はじまりは世話人の店のお客さんの一言で、「雪か
きやってくれる人いないかしら」。深刻な問題と承知
していたので、回覧で雪のかき手を募集。集まった４
人で活動を始めました。
依頼者は５件、雪かきの範囲は周囲の道路、道路か
ら玄関とし、何人出ても有償で１回600円。集めたお
金は出た人の参加度合いに応じて配分しています。
今のところ依頼者が少ないので活動可能ですが、依
頼者が増えれば活動は難しくなります。

結いの会

高橋和雄

「老老介護」なる言葉があるようですが、現状は同
じで「老老雪かき」です。雪のかき手の若返りも必要
ですが、何よりも人数の確保が急務と考えます。雪の
かき手さえ
多く集める
ことができ
れば、どの
ようなやり
方をしても
上手くいく
と考えてい
ます。

地域たすけあい事業
「地域たすけあい事業」とは？
安茂里地区住民自治協議会が長野市社会福祉協議会
の支援を受けた地域住民参加型の有償在宅福祉サービ
スです。福祉自動車による福祉移送と家事援助があ
り、長野市内には６月末現在で利用会員は3204人、協
力会員は556人の事業です。最近は口コミ等で利用者
の方が少しずつ増
えてきています。
安茂里地区にも
担当コーディネー
ターが配置されて
います。現在12名
の協力会員が福祉
自動車ふれあい号
による通院の送迎
ふれあい号

ボランティアさん募集！
コスモス苑は、地域に密着した、介護老人福祉施
設です。
皆さんと趣味や、お好きなおしゃべりをしなが
ら、過ごしていただける方を、お待ちしてます。
特に書道ボランティアさん、傾聴ボランティアさ
んお気楽にご連絡ください。

や、家事援助などの
支え合い活動を毎日
行っています。
福祉自動車を維持
するためには多額の
運行費がかかりま
す。仕事などで協力
会員として支えてい たすけあい事業コーディネーターの
ただく事が難しい方 牧内淳子さん（左）と原孝子さん
には賛助会員制度（一口1,000円）もありますので、
お問い合わせください。
皆様からのご連絡をお待ちしております。
安茂里たすけあい事業（安茂里老人福祉センター内）
電話 224−2100
〜連絡先〜
コスモス苑 長野市差出南３−７−１
電話 026−228−1500
相談員：松本 良江

