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総会のご案内

事務局

一宮蓉子

日頃より NPO 法人コミュニティ・ネットワーク・ウェーブをご支援いた
だき、心より感謝申し上げます。平成２４年度の総会を下記のとおり開催
いたしますので、正会員の方はご出席下さいますようお願いいたします。
正会員でない方も傍聴できますので、気軽にのぞいてみてください。ウェー
ブの活動は皆様お一人お一人の協力で支えられています。関心を持ってく
ださる方が一人でも増えて、ウェーブの基盤が広がれば嬉しいです。
NPO 法人 コミュニティ・ネットワーク・ウェーブ
平成２６年度 総会
＊
日時：平成２６年６月２２日（日） １３：３０～１５：３０
場所：弦巻区民センター 第 4 会議室（3 階）

さゆれけり

苧環（おだまき）の

昔を偲び

馬酔木（あしび）咲く

2

白き小花の大樹かな

霞（かすみ）たち

視界全土を

高橋ツヨ

覆（おお）いけり

ウェーブ
俳句

今年も、おいしいマーマレードが
できました！

今年も恒例のマーマレードを作りました。“とてもおいしい ” と評判です。ウェー
ブのマーマレードを楽しみにして下さっている方もいて、ありがたいことです。
毎年、ミカンの質や採る時期によって出来上がりが違うのが、手づくりのいい
ところ。夏ミカンを提供してくださるかたも毎年違うので、作る方も経験と勘
で “ そろそろいいかなー ” と思ったところで、火を止めます。
今年は、近所の商店会の小さなスーパーに置かせていただくことができ、初め
て買ったお客様が “ おいしかったから友人にあげたい ” とまた買いに来てくだ
さったとの報告もいただき、うれしい限りです。
４月６日（日）に世田谷駅前青空市にも出店。あいにく、昼頃、空がにわかに
かき曇り大粒の雨が降り出したため、やむなく閉店しました。４月１９日（土）
には、山下駅前 “ たまでんカフェやました ” の「手づくりマルシェ」に出店し
ました。用意したマーマレードはオープンと同時に 1 個、2 個と売れはじめ、
最初に２個買った方がしばらくしてまた 4 個買ってくださったり、 試食をし

たお客さんは「おいしいねぇ」と、9 割の方が買ってくださいました。
約 200 個作ったマーマレードは、この日でほとんどなくなりました。来年
もおいしいマーマレードが届けられるようにしたいと思います。
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「情報提供ひろば」
「サポートグルー
が世田谷区の事業に！
プ」
4 年間、世田谷区の人権・男女共同参画担当課との協働事業として開催し
てきた「情報提供ひろば」と「サポートグループ」が、4 月から区の事業
として実施されることになりました。世田谷区の広報誌やホームページで
も案内されていますが、ここにご紹介します。
みなさんの周りでお役に立てそうな方がいらしたら、ご案内ください。

日常の暮らしのなかで生きにくさや、もやもやを感じていませんか？
この「ひろば」は、かたまったこころをほぐし、ゆるめる場です。
気になった本を手に取ったり、情報を見つけたり、お茶を飲みながらおしゃべり
したり、座って外を眺めたり、自分のための自由な時間を過ごせます。
いろいろな素材を使って楽しめるアートワークもご用意しています。
来たいときに来て、

ゆるやかな居場所

帰りたくなったら帰ってもいい。
途中で抜けてもかまいません。

開催日時：毎月 第 4 月曜日 １４：００～１６：００
・平成２６年 ４/ ２８ ５/ ２６ ６/ ２３ ７/ ２８
１０/ ２７ １１/ ２４ １２/ ２２
・平成２７年 １/ ２６ ２/ ２３ ３/ ２３

８/ ２５

９/ ２２

（ご都合に合わせてご参加下さい。時間中の出入りは自由です）

会
場：世田谷区立男女共同参画センター “ らぷらす ” 11 階 研修室３
お申込み：不要
参加費：無料（女性ならどなたでも参加できます）
問合せ先：ＮＰＯ法人 コミュニティ・ネットワーク・ウェーブ
電話０８０−４１８６−６２５７

メール cnw-setagaya-7373@softbank.ne.jp
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「グリーフサポートせたがや」
からのご案内です！
グリーフサポートせたがやは、哀しみに寄り添い「ともに生きる」コミュニティ
作りを目指して、グリーフを抱える人をサポートする活動を世田谷区で行って
おり、2014 年夏からサポートプログラムを始める予定で準備を進めています。
養成講座 応募概要
■日

時：① 2014 年 5 月 4 日（日）、5 日（月）、6 日（火）
② 2014 年 7 月 20 日（日）、26 日（土）、27 日（日）
10：00 ～ 16：00（12：00 ～ 13：00 はランチ休憩）
＊①②とも同じ内容で行います。ご都合に合わせてお選びください。

■場

所：サポコハウス（三軒茶屋駅から徒歩 15 分）
＊参加者には後日、詳細な道順をお知らせします。

■参加費：15,000 円（ランチつき）＋テキスト代（1,800 円）
＊使用テキスト『子どものグリーフを支えるワークブック』を
当日販売します。お持ちの方はご持参ください。
■講

師：西田正弘さん（子どもグリーフサポートステーション代表）
深澤純子さん（ヒューマンサービスセンター事務局長）

■対象者：グリーフサポートせたがやの活動に関心があり、
毎月開催するサポートプログラムに関われる方（定員 20 名）
＊ノートテイクなど情報保障が必要な方は、申込時にお伝えください。
■申込締切：①４/ ２５（金）

②７/ １１（金）

■申込方法：griefsetagaya@yahoo.co.jp にメールでお問い合わせください。
＊申込用紙などをお送りします。
■主催：グリーフサポートせたがや
■協力：子どもグリーフサポートステーション、ヒューマンサービスセンター
お問い合わせは・・・
グリーフサポートせたがや 事務局

e-mail : griefsetagaya@yahoo.co.jp

担当：松本真紀子 080-5085-8032 ／山本知佳子 070-5463-2517
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ウェーブカレンダー

駒沢中学校「ささえ
合いルーム」で開催

（マーク画＝井上未羽）

日

月

火

水

木

金

土

第１週

14:00-16:00

書道・編物
華道

13:30-16:00

みどりがめ

14:00-16:00

手 芸

第２週

14:00-16:00
13:30-16:00

みどりがめ

14:00-16:00

健康麻雀

書道・編物
華道

14:00-16:00

手 芸

12:00-15:00

たんち山

第３週

13:30-16:00

第４週

14:00-16:00

13:30-16:00

書道・編物
華道

みどりがめ

14:00-16:00

手 芸

14:00-16:00

みどりがめ

14:00-16:00

健康麻雀

書道・編物
華道

14:00-16:00

手 芸

12:00-15:00

たんち山

第５週

14:00-16:00

書道・編物
華道

13:30-16:00

みどりがめ

14:00-16:00

手 芸

花絵の会
下記の月曜 13：30~15：30
に駒沢中学校の「ささえ合い
ルーム」で開催します。
● ５月１２日・２６日
● ６月 ９日・２３日
● ７月１４日・２８日
● ８月１１日・２５日
● ９月 ８日・２２日

夕食会

毎週火・木曜日の
カレー

お楽しみ
定食

350 円

400 円
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17：00 ～ 18：00 に開催。

18：00 以降に食べたい方は、
17：00 までにお電話で
ご相談ください。

歌声サロン “ ウェーブ ” 始めました！
やっと暖かくなってきましたね。縮こまっていた身体を伸ばし、大きく息を吸っ
て思いきり声を出してみませんか。身体も心も解放され、とても良い気持ちに
なりますよ。若い頃、歌声喫茶に通った方もおられると思いますが、その頃青
春を謳歌した若者も今は○○才・・・。でも気持ちは昔のまま！

歌っている

と当時を思い出し、“ さあ今日も元気でいこう！ ” という気になってきます。
懐しい童謡や唱歌、流行歌、フォークにシャンソン、ロシア民謡・・・何でも
リクエストにお応えします。歌の合間には、お茶と手づくりのお菓子におしゃ
べり。これもまた楽しいひとときです。
４月７日にスタートし、これから毎月１回、第１月曜日に開きます（５月５日
は連休のためお休み）。初回の参加は１１名で、６０代～８０代の方々がイキ
イキと歌い、楽しい時間を過ごしました。皆さんの参加をお待ちしています。
日

時：毎月 第１月曜日 １０：１５～１１：４５

場

所：世田谷区弦巻２−２８−１３

一宮宅

参 加 費：５００円
お問合せ：０７０−５４５７−７７８１（一宮）

「烏山バザー」お手伝い募集中！
毎年５月に開かれる “ 烏山もったいないバザール ”。今年は会場の
都合で６月７日（土）の開催です。お手伝いしてくださる方を募
集しています。短時間でも結構ですので、ぜひご協力ください。
日

時：平成２６年６月７日（土） １０時～１６時

場

所：京王線千歳烏山駅前

烏山区民センター前広場

問合わせ・申込み先：ウェーブ事務局へ（12 ページ参照）
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ウェーブ
図書館
＊

『アンの
ゆりかご
』
～村岡花
子の生涯
～
（村岡恵
理 著）

2011 年 9 月刊、新潮文庫
著者＝村岡恵理◎1967（昭和 42）年生まれ。村
岡花子の孫。花子の書斎を「赤毛のアン記念館・
村岡花子文庫」として保存し、著作物や蔵書、資
料を翻訳家の姉・村岡美枝と共に研究している。

３月末からはじまった NHK 朝の連続テレビ小説『花子とアン』の主人公・
村岡花子が訳した『赤毛のアン』初版（昭和 27 年 5 月）のあとがきで、
花子は次のように語っている。
−−真昼の夢に包まれているようなアンの中には、（いつの時代にも）失
われない永遠から永遠につづく若い女性の清純さと、その清らかさが生
むあこがれが呼吸しているのでしょう。日本人とカナダの婦人宣教師た
ちの協力によって創立された、あの学園で生活した私は、英語をカナダ
人の教師から学びました。私の念願は、そのあたたかい友情への感謝か
らも出発しております。若い世代の永遠の寵児ともいうべき「赤毛のアン」
を世に送ることの出来るのに無上の喜びを感じながら、この訳業をわが
心の妹たちにささげます。−−
昭和 14 年、花子の友人、カナダ人宣教師のミス・ショーがついに帰国
を決意。彼女はじつに 35 年間にわたって、日本の女子教育と、女性や
子供のための本の出版に献身してきた。見送りに来た花子に、「友情の記
念に」
と 1 冊の本を贈った。
「いつかまたきっと、平和が訪れます。その時、
この本をあなたの手で、日本の少女たちに紹介してください」。
花子がこのとき受け取った本、これがカナダの女流作家、ルーシー・モー
ド・モンゴメリによる『アン・オブ・グリン・ゲイブルス』（「緑の切妻
屋根のアン」－『赤毛のアン』の原題）だった。その本は、ミス・ショー
が日本という遠い異国での生活のなか、祖国を思いながら何度も読み返
したのだろう、かなり手ずれていた。
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昭和 18 年、花子は病に倒れた。微熱と倦怠感のなか、ミス・ショーの別
れの言葉を思い出した。病床から起き上がると、家中の原稿用紙をかき集め、
『アン・オブ・グリン・ゲイブルス』の翻訳にとりかかった。平和なときが
くるのを待つのではなく、今これが私のすべきことなのだ。英語が敵性語
であり、憲兵や特高に見つかったらどうなるかという不安すら忘れ、花子
は胸を高鳴らせた。
昭和 19 ～ 20 年、B29 の大編隊が東京中に襲いかかった。けたたましく警
報サイレンが鳴り響き、直後に空襲警報が聞こえ、防空頭巾をかぶり、ガ
ス栓を止め、水槽やバケツに水を貯める。「早く！」花子は叫ぶと、書きか
けの翻訳原稿用紙と原書とを包んだ風呂敷を抱え、防空壕に飛び込んだ。
日本中が痛手を負っていた。戦時下で花子を支え続けていたのは、家族と
ミス・ショーから託された『アン・オブ・グリン・ゲイブルス』の翻訳だった。
「いま曲がり角にきたのよ。曲がり角をまがったさきになにがあるのかは、
わからないの。でも、きっといちばんよいものにちがいないと思うの」。花
子は、このアンの言葉に励まされ、きっと、平和な日が訪れると信じて翻
訳に励んだ。
昭和 20 年 8 月 15 日終戦。空襲で家族を失った子供たち、愛するわが子に
会えなくなった親たち、殺伐とした風景をさまよう人々にこの物語を届け
たかった。しかし、ミス・ショーとの約束を果たせる日が本当に訪れるの
かは、わからなかった。ただ、花子の書斎の机の上には、『アン・オブ・グ
リン・ゲイブルス』の原書と、出版のあてもない 700 枚余りの翻訳原稿が
積み上がっていた。
《補足》原作『アン・オブ・グリン・ゲイブルス』の出版：1908（明治 41）年
（文責＝ 中山信孝〈事務ボランティア〉）
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身

体とのつきあい方

〜なるべく自然のリズムにあった生活を！〜
文＝小野 殖子

みなさま、
お変わりなくお過ごしのことと存じます。寒いというよりは冷たかっ
た冬が去り、花の便りに心なごむ季節がやってきました。まち全体が春色に染
まる季節は、体はもとより心までしなやかになるようです。
誰しも何もできなかった赤ちゃん時代から成長発達し、現在に到っているわけ
です。成人して一応、自立した生活行動ができていたつもりでいたのに、いつ
の間にか誕生日を重ねるにつれ、赤ちゃん返りしていきます。できるはず・で
きたのにと思っても、これが当たり前なのです。
しかし、人生５０年の時代ならともかく、現代は人生８０年に延びてきている
ので、生涯自分のことを自分でするには体の若さを保つ工夫が大事になります。
巷間、
「歳をとるのも芸のうち」とやら・・・。いまごろになって「なるほど」
とうなずけます。
以前述べましたように、次のようなことをもう一度心がけましょう。
＊なるべく自然のリズムにあった生活を送る。
＊食材には季節・旬のものを心がける。
＊億劫がらないで行動する。
＊本来、身に備わっている免疫力・自然治癒力を高める暮らしを！
→

人と交流し、風邪薬や鎮痛剤などを常用しない。

この世に生を受けたら、病気はもちろん、思いがけない事故や災害にあうこと
は避けがたいものです。
「なんかヘン・・・」と五感がはたらいたら、無視し
ないで、経験・知識を活用の上、手に負えそうになかったら専門家の世話にな
るようにしましょう。
うっかり素人判断した結果、大病に気づかないまま治療が手遅れなることもあ
りますので、くれぐれも体の声はよく聞き届け、微笑みの多い日々をお過しく
ださいませ。
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しばし自分を振り返って・・・
先日、相田みつを美術館に行ってきました。相田みつをの書を観ていると、自
分の日常を反省することがいっぱいあります。何時間も白い紙に向かって座り、
墨をすり続けていた日もあったとか・・・。
味わい深い言葉と書は、観る人に
様々な問いかけをしてくるような
気がします。
左の言葉、ウーン、そうだよナー。
つい「良いことは

自分が頑張っ

たから、悪いことは人のせい」と
思いがちな私。反省することしき
り・・・。

（ベイ・オカダ）

ウェーブの会員になりませんか（会員登録のお願い）
■正会員：年会費３, ０００円
ウェーブのサービスを利用したい方や、
ウェーブの活動をスタッフと一緒に支えてくださる方
■賛助会員：年会費５, ０００円
時間や労働力の提供はできないけれど、資金面で支えてくださる方
振込先はこちらです
郵便振込：００１７０- ９- ４０１５６４
［名義］コミュニティ・ネットワーク・ウェーブ
銀行振込：みずほ銀行 駒沢支店（普）２０２５５８３
［名義］特定非営利活動法人コミュニティ・ネットワーク・ウェーブ
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NPO 法人コミュニティ・ネットワーク・ウェーブのご紹介
◎ NPO 法人コミュニティ・ネットワーク・ウェーブ（ＣＮＷ）は、障害のあ
る人もない人も、高齢者も子どもも若者も、すべての人が家庭や地域の中で普
通に日常生活を送り、支えあって暮らす社会（ノーマライゼーション）の実現
をめざして、1994 年に設立されました。高齢者・障害者の支援をはじめ、差
別や偏見による人権の問題、家庭内での暴力の問題、環境保護に関わるリサイ
クルなど、さまざまな問題に取り組み、その解決に向けて努力を重ねています。
不安の多い世の中において、心のよりどころを求めている多くの人たちのオア
シスになれることを願って活動しています。
）

（世田谷線

だれでもサロン道草

世田谷

t e l : ０３−５４３０−７７８０

（火・水・木 13：00 〜 18：00）

松陰神社前
〒

●交番

ガスト●

世田谷通り

介護事務所

駒留通り

弦巻小

〒

弦巻通り
駒沢中 ●

環状７号線

fax : ０３−５４３０−７７７１

交番●

●

t e l : ０３−５４３０−７７８１

（9：00 〜 19：00）

●トヨタ

●華屋与兵衛

NPO 法人コミュニティ・
ネットワーク・ウェーブ

交通案内

駒沢小
●

●バス（東急）
：渋谷〜弦巻営業所
「駒沢中学校」下車すぐ
←二子玉川
●電車：田園都市線 駒沢大学駅から歩 7 分
（または）世田谷線 松陰神社前駅から歩 9 分

国道 246 号線

駒沢病院 ●

●セブンイレブン

駒沢大学
（田園都市線）

三軒茶屋→

ウェーブ通信「おおなみこなみ」は、コミュニティ・ネットワーク・ウェーブ（ＣＮＷ）
の活動を多くの方に知っていただくために、年 4 回発行しています。ボランティアさんや
地域の方、ウェーブを利用されている方などから記事をいただき、絵の好きな方から表紙
やイラストを提供いただいています。ウェーブは「地域」を見つめながら活動しています。
地域のいろいろな声の発表の場として、みなさんに利用していただきたいと思っています。
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