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「小泉公園ふれあいフェスタ」
今年もにぎやかでした！
台風の影響が心配されましたが、10 月 4 日（土）はお天気もまずまずで、予
定どおり開催されました。5 回目ということで、実行委員会のメンバーも要領
がわかってきて、設営から片付けまでスムーズに流れたと思います。各ブース
もそれぞれに工夫して楽しい企画が盛りだくさん。子どもからお年寄りまで、
楽しんでいただけたのではないかと思っています。
子ども向けには、駒澤大学ボランティアサー
クルと駒留長寿会が協力して「輪投げ」
「ペッ
トボトルボーリング」「ベーゴマ」。スタン
プラリー景品の「ヨーヨーつり」、アドベン
チャークラブの「木の実のネイチャークラフ
ト」
、駒澤大学の「ブンブンごま」、ウェーブ
の「メダカすくい」など。子どもたちは目を
輝かせて挑戦していました。
大人向けには、駒沢診療所の「健康相談・血圧測定・栄養指導」、あんしんす
こやかセンターの「高齢者体験」などがありました。
大人も子どももビックリの体験は、世田谷法人会の「1 億円体験」。本物のお
札と同じ重さの 1 億円の札束を抱えた感想は？

また、
「ウクレレワークショッ

プ」もたくさんの親子がウクレレ演奏に挑戦。バザーでは掘り出し物を見つけ
て嬉しそうな顔が・・・。
防災コーナーでは消防署や消防団の方の展示や説明に加え、広場での AED 体
験、消火器体験、土のう積みの体験など、日頃からの心がけを PR。イザとい
うときに慌てないように体験してみることは大事ですね。
そして、今年も Hoaloha さんの演奏が会場に随時流れ、雰囲気を盛り上げて
くれました。また、阿波踊りのあでやかな衣装と踊りも楽しいものでした。
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ウェーブのブースは・・・
ウェーブブースは今年も大忙し。駒沢中学校の
ボランティア生徒さん 4 名が、焼ソバやポップ
コーンを販売して下さいました。とくに、野菜
たっぷりの焼ソバは長い行列のできる人気で、
間に合わないほど。お手伝いはとても助かりま
した（写真上）。また、
メダカすくいも大人気で、
午前中には終了。メダカの動きは早いので、子
どもたちも必死で追いかけ（？）ます。
似顔絵コーナーもずっと行列で、前田画伯は食
事をとる時間もなく、最後までずっと描き続け
ていました。お疲れ様！（写真中） この似顔
絵が毎年楽しみで、子どもの成長の記録として
大切にして下さっているという話も聞かせてい
ただき、感激でした。
道草の手芸の会で作った「魔よけとうがらし」
もたくさん売れました（写真下）
。毎週木曜日
は道草に来て、そして材料を自宅に持ち帰って
セッセととうがらしを作ってくださったのは、
福島浪江町から原発事故で避難を余儀なくされ
息子さん宅に身を寄せておられるＴさん。100
個以上も作ってくださいました。Ｔさんの熱い
想いがとうがらしに込められ、きっと魔よけ効
果も抜群だと思いますよ！

中学生も大活躍です！

駒沢中学校の校長先生はじめ学校あげて協力して下さ

り、ボランティアも 14 名参加。朝のテント設営、机椅子運び、最後の片付け
は若い人がいなくてはどうにもならないのです。
とにもかくにも、地域の一大イベントが無事終了してホッとしたところです。
今年も多くのボランティアさんが手伝って下さり、何とか乗り切ることができ
ました。このおまつりが、地域の絆を深めることに役立っていると信じてスタッ
フ一同頑張っています。今後とも応援よろしくお願いします。
3

女性がいきいき暮らして
いくためのサポートを！
とても残念なことですが、女性であることで、さまざまな傷つきや生きづらさ
を抱えることがたくさんあります。私たち女性は、日常生活の中で小さな傷つ
きから、人生において重大な影響をもたらすものまで、いくつもの辛い体験を
抱えているのではないでしょうか。
たび重なる喪失体験や傷つきの影響によって、本来持っている力が発揮できな
くなったり、心身の健康を損なうことがあります。痛みはこころと体をぐった
りさせますよね。
ＤＶや性暴力に限らず、差別、偏見、セクハラ、離職、別れなど、痛みや生き
づらさをひとりで抱えていませんか。起きた出来事は消えないけれど、その哀
しみ、苦痛、困難を小さくすることはできると思います。ひとりにならず、持
てるものを総動員して本来の力と輝きを取り戻し、「幸せ」と「生きる喜び」
を感じながら、いきいき暮らしたいものですね。
ウェーブでは、ゆっくり、じっくりそのための取り組みのできる場をつくりた
いとの思いをこめて、共に歩み、一緒に考え、つながりあいながら楽しむ場を
つくる活動を続けています。そんななか、久しぶりに講座を開きます（→右ペー
ジ）
。ぜひ声をかけあい、ご参加ください。

しんどい時はひとりで悩まず、人に会い、話して、いつもと違う場に身をおい
てみませんか。今とは違った道が見えてくるかもしれません。世田谷区には「Ｄ
Ｖ電話相談」
「女性のための悩みごと相談」
「情報提供ひろば」
「サポートグルー
プ」等があります。くわしくは区のホームページやチラシをご覧ください
【お問い合わせ先】cnw-setagaya-7373@softbank.ne.jp
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こころのcare講座＆キャパシター体験
キャパシターとは、心と体をほぐしトラウマをケアするための、
体を動かすワークショップです。
講座とキャパシターで、心のケアをしてみませんか。

日

時：2014 年 11 月 16 日（日）10：00 ～ 16：00

パトリシア・ケーンさん

午前の部 「こころの care 講座」
講師＝西山さつき（NPO 法人レジリエンス）
佐光 正子（NPO 法人コミュニティ・ネットワーク・ウェーブ）
DV の様々な形態、トラウマに対するためのツール（対処法）、人との境界線、よ
り良いコミュニケーションの方法、家族や自尊心などについて考え、学ぶ講座です。
女性として与えられたパワーを再確認しながら、新しい自分の姿を考えましょう。

午後の部「キャパシター体験」
（通訳あり）
講師＝パトリシア・ケーンさん（Capacitar International 代表）
キャパシターインターナショナルは、1988 年に内戦終結後のニカラグアで傷つい
た人々が簡単なマッサージや体操などを行い、こころと体の健康を自分自身で保
つことができる方法を分かち合ったところから始まりました。” キャパシター ” と
はスペイン語で「命を引き出す」という意味です。今年で 26 周年を迎えるキャパ
シターインターナショナルはアフリカ、アジア、中南米など、人々がより健康で
活き活きとした生活ができるよう草の根のレベルで活動を続けています。
＊キャパシターインターナショナル : http://capacitar.org/（英語のみ）

場

所：世田谷区総合福祉センター「さくらぽーと」（梅ケ丘）
世田谷区松原 6-41-9（小田急「梅ヶ丘」駅から徒歩５分）

参加費： 1,000 円（午前のみ、午後のみ、終日でも同額。出入り自由）
対 象：女性 50 名（先着順）
お申込み・お問合せ先：event@resilience.jp
＊お名前・お電話番号を明記のうえ、メールにてお申込み下さい。
主催：NPO 法人レジリエンス

共催：NPO 法人コミュニティ・ネットワーク・ウェーブ

この事業はレジリエンスが受けた「ジョンソン・エンド・ジョンソン社会貢献委員会」の
助成金が使われています。
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ウェーブカレンダー
日

月

火

水

木

駒沢中学校「支えあ
いルーム」で開催！

金

土

第１週

10:15-11:45

歌声サロン
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

10:15 11:45
10:15-11:45

どんぐり

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

12:00-15:00

手 芸

たんち山

第３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４週

10:15 11:45
10:15-11:45

どんぐり

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

12:00-15:00

14:00-16:00

手 芸

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「支えあ い
ルーム」で開催します。
● 11 月１０日・１７日
● 12 月 １日・１５日
● １月１９日・２６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 までにお電話を！

ウェーブの活動へのご参加、
お手伝いをお待ちしています！
左ページにウェーブカレンダーが載っていますが、どの活動でも参加者・お手
伝いを求めています。時間のある時だけで結構ですので、ぜひいらして下さい。
また、今回から 2 つの新しい活動が加わりました。これまでも活動はしていた
のですが、日程の変動があり載せにくかったため、入れていませんでした。今
回から定期に決めましたので、カレンダーに登場です。

「歌声サロン」
第１月曜日

１０：１５ 〜１１：４５

場所＝弦巻 2 − 28 − 13 一宮宅
懐かしい歌・思い出の歌・私の好きな歌、何でもリクエストして下さい。

トーンチャイム合奏「どんぐり」
第２・４月曜日

１０：１５ 〜１１：４５

場所＝駒沢中学校 支えあいルーム
楽譜が読めなくても音楽が好きという方、
ご一緒に合奏を楽しみましょう！

トーンチャイムは、ハンドベルのよ
うに、数人で音を分担して演奏す
る楽器。細長いアルミ製の筒にハ
ンマーがついていて、手に持って
振ることで音が出ます。

今年も「クリスマス会 」をやります !
●１２月２２日（月）１２：００〜１５：００
● 駒沢中学校 支えあいルームにて（参加費 500 円）
「どんぐり」
「みどりがめ」「ウェーブ」合同で行います。ボランティア手
づくりのごちそうと手品、歌、「どんぐり」のトーンチャイム演奏、弾き
語りなどなど・・・。プレゼントもいろいろ用意しています。
参加とお手伝い 、よろしくお願いします。
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大きな国の小さなおうちの物語り
１．地域に開かれた戸建て住宅の物語り
いつ頃のことでしたか、近所の双葉学園の子どもたち数人とその保護者の方たちの一
行から、Ｉさんのお宅の場所を尋ねられました。高名な神父様のお兄様とうかがってい
たＩさんは、双葉の子たちにお宅を開放し、ご本を読ませてくださっている、というこ
とでした。
また別の機会には、やはりＩさんのお向かいのあたりで、知り合いの生態学のＨ先生
と鉢合わせしたことがありました。水彩画で高名なＴ画伯のお宅でお絵描きを習ってい
らっしゃって、その画伯がお亡くなりのあと、ご子息がアトリエをサロンとして開放、
たくさんの作品を展示していらっしゃるとのこと、私も拝見にうかがいました。
この国の戦後の戸建て住宅には、石の塀や門で囲んで一安心、というたたずまいが広
く見られます。この閉鎖性を、プライヴァシー（個人性）を大切にする西欧文化の影響
と見る傾向もあります。伝統的な大家族の絆がゆるんだ大都市で核家族化は進んでも、
それは個人を解放することではありませんでしたから、女ならでは夜も明けぬこの国な
のに、夫婦和合の主寝室に専用のバス・トイレを設けるところまではいきませんでした。
建て詰まったお隣との心理的なへだてとして、あるいは路地に侵入してくる車社会の
落ち着きのなさから私的領域を守るためにつくられた塀は、かえって世間を住み難くし
てきたのでした。もちろん、成金趣味で居丈高に囲いたがる人はどこにでもいます。
Ｉさん、Ｔさんのお宅のように、戸建て住宅を地域に開放してくださるケースは、ご
く例外で、お心の広い方たちに限られるのでしょう。けれども、もし主寝室に専用のバス・
トイレがあって、最も肝心な個人性がしっかり守られるなら、戸建て住宅を開放したり、
他人とハウスシェアするにも、抵抗感は少なかったことでしょうね。
２．経済大国への道半ばで、忘れられた家族の物語り
20 世紀前半は軍事大国、それに続く経済大国への道のいずれにも大失敗。気がついて
みれば、個人の尊厳・自立も忘れられたままで、世界一の長寿社会は実現したものの、
グルメ大国やらパチンコ大国……。家族との暮らしの喜びと無縁の、お年寄りだけの、
それも一人暮らしがあたりまえ、世田谷でも孤独死が増えています。
一方、この国の要介護高齢者の方たち、通所介護の「お泊まりサーヴィス」で、８畳
ほどの部屋にベッド４台を並べて男女雑魚寝、夜は職員の一人体制で一晩中、排泄の介
助も受けられず、異臭の中で朝を迎えるという現実もあります。孤独死のリスクと一見
真逆に見えますが、戸建て住宅の地域と切り離された閉鎖性は、こちらにも共通してい
ます。
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2010 年の国勢調査では、
単身世帯が各種世帯の中で最も多くなりました。東京ではずっ
と前から、老人だけでなく若者も、家族を持たない独り暮らしが増えていました。全国
から東京に集まってきた若い世代が結婚しない、子どもをつくらない。これではこの国
の人口が急速に減るのも当たり前。若者の自死が多いこととも無縁ではありません。
最近のこと、以前から歴史研究に打ち込んでこられた畏友Ｙさんから頂いた「人生の
伝言―歴史研究会創立 50 周年記念―」で、Ｓさんの「生きるとは何か、生きるとは贅沢
なことなのです」という言葉に出会いました。
「贅沢」は嫌味に聞こえるやもしれません
が、農家の働き手として、子どものころから、作物や家畜の世話をして年令を重ねてきた、
人生の幸せがしみじみと伝わってくる文章でした。ということは裏返していえば、若い
世代のこれからの人生の生きにくさに思いがいたります。
３．小さな国の大きなおうちの物語り
若い世代の生きにくさは、先進国共通の格差に。特にこの国で、粗末で高価な住まい
で孤立、低所得者によりきつい逆進性の消費税値上げにさらされ、自然災害や放射能・
人工災害への対策でも、何かにつけ厳しい。自殺が増えている若者たちの将来を、いま
の政治に委ねられますか。
特定秘密保護法と、その狙いであった集団的自衛権閣議決定という戦争準備は、天災
に加えての人災。リーマンショックや原発事故と同じ、政府・大企業が一体となっての
巨大システムが生み出すリスクです。高速自動車道路網やリニア新幹線なども、人間の
尺度から外れています。
内憂外患、容易でないこの国の、アメリカに次ぐ人気モデルにスウェーデンがあります。
ここでも格差が発生し、先の総選挙では与党が敗北、左派政権が生まれたものの、極右
政党も伸長。消費税率は高く、ユーロ共通の不況の影響は受けてはいても、それでもま
だ格差は小さく、高い国際競争力を維持しながら、
「国民の家」を目指す福祉政策の国が
スウェーデンです。
北欧とは違って夏暑く、代わりに水の惑星の中でも最も豊かな水資源に恵まれたこの
国の首都で、これからの生活基盤整備の目標としては、水の蒸散による環境冷却効果が
あります。冬温かく夏は涼しかった戦前の銀座線がありました。透水性道路舗装への改
良で、下水に流してきた地下水の涵養はすでに始まっています。
ご近所のＡさんのお宅の古い井戸、まさかの折に使わせていただくお願いをしてあり
ます。昔のように井戸端会議が始まれば、おれおれ詐欺の相談をするお相手が増えるか
も？ 真夏に外国人を招く、オリンピックのオモテナシ（ホスピタリティ）云々の前に、
お客様の熱中症リスクの対策にもなります。
最近、お父様の戦争中の行為の贖罪のために、街頭でキリスト教の出版物を配ってい
たＳさんのお話を聴く機会がありました。私も、贖罪という神の業には及びもつきませ
んが、たくさんの方たちと、戦中に生体解剖をした 731 部隊の真実と向かい合い、平和
と福祉を進める「731 部隊展」を計画中。いずれも、自律共生（イヴァン・イリイチの
コンヴィヴィアリテ）、すなわち、自立した個人とその運動を包摂する社会の実現を前提
にして初めて意味を持つものです。

文＝あらいひであき（よろず住まいの相談・1 級建築士）
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身

体とのつきあい方

〜身体の声をきき、高齢社会を生きる〜
文＝小野 殖子

先日、パソコンが不具合となり、それまで便利に使っていたので閉口しており
ます。昨今は、修理よりは新品に買い替えたほうが好都合のようです。使い慣
れた機械なので愛着はありますが、手に負えず買い替えました。ずっと、「パ
ソコンやプリンターを買い替えなくては！」と思いながら、品定めに行く時間
を作れないままでしたので、改めて「先手必勝」こそ時間を有効に活用する秘
訣であることを実感しました。これは「健康」についても同じですね。
年々、気候変動が激しくなってきているので、従来以上に免疫力、体力（疲労
からの回復力を含め）の有無が暮らしの快適さを左右するように思われます。
冷暖房など生活用具は改善・普及してきていますが、その効果を感じるわが身
が確かでないと、意味がありません。例えばこれからの季節は風邪、インフル
エンザ、肺炎など、呼吸器等の病気にかかる方が増えてきます。抗生物質の研
究が進んだとはいえ体力が落ちていると、また酸素吸入があってもわが身の肺
胞の機能が落ちていたら効果がありません。世界的な環境汚染の進行も影響し
ているようですが、自分で出来ることは実行することが予防につながります。
そんなことを考えていたら、かつての社会党党首だった土井たか子姉が病気療
養中に肺炎を併発して亡くなられたとのニュース。「呼吸」の大切さとともに、
環境汚染と文明進化との調和について課題をもらったような気持ちです。
体の調子を整えて肺炎ワクチンの接種を受けても、日常生活の中でうがい（口
の中を清潔にする）とか手洗いの習慣がなければ、効果は少ないかもしれませ
ん。これからの季節、水を冷たく感じて億劫になるとしたら、そのように感じ
る貴方はすでに病気の入り口にさしかかっているかも……。
ご自分の暮らしの習慣を見直して整える、そして過労にならないようにしま
しょう。生きていればこそ、明日があるのですから。就寝時、目覚めた時だけ
でなく、よくよくわが身の声に耳を傾けて、ご自分と賢くおつきあいのうえ、
この秋の風情・味覚・芸術などをお楽しみくださいますように。
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露草の

好みし人の

夜露に濡れて

しゅうかいどう

合わせ咲く

断えにけり

高橋 ツヨ

しとやかに

鎮まれり

華やかなるや

様を還して

目刺しやく

松本 みち子

ほのあかり

今だ慣れずに

月十三夜

秋海棠

花ぎぼし

葉桜や

夫亡きを

錆鮎や

ウェーブ
俳句

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
■寄付：金額自由（随時受付）
会員にはならないけれど、応援したいと思ってくださる方
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。

ウェーブ通信「おおなみこなみ」第 70 号
発行日：2014 年 10 月 15 日
発行所：NPO 法人コミュニティ・ネットワーク・ウェーブ
154 − 0012 世田谷区駒沢２−４３−９ 駒沢サンハイム１０６
e-mail：wave@ngo-npo.net ホームページ http://www.ngo-npo.net/wave/
編集協力 & デザイン：宮本幹江（時遊編集舎）
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