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新年のごあいさつ
理事長

佐光正子

新年明けましておめでとうございます。今年も新年のごあいさつができることを大変う
れしく思っております。
昨年は、それぞれの活動に誠実に取りくんでまいりました。介護事業は活気にあふれ充
実しています。ますます日々の暮らしの中で信頼される存在となってきており、おひと
りおひとりを大切に、共に生きるケアスタッフのみなさんの姿勢に心うたれます。
地域福祉事業も、多くのボランティアさんのご協力をいただきながら、生きがい、仲間
づくりのための交流の場を開催しています。小泉公園のイベントも年ごとに連携団体が
増え、地域に根づいてきました。
相談事業も、悩みや困りごとを抱える方々への相談活動や居場所づくりなどが継続して
開催されています。専門的な知識や幅広い経験、
さまざまな情報提供が必要になりますが、
長く携わってくださる相談員のみなさんのお力に支えられています。今年はスタッフ養
成を大きな課題として取り組んでいきたいと思います。
日本の社会は決してよい方向へ向かっているとはいえない危うさを感じていますが、今、
目の前の困りごとに寄りそいながら、見えない問題を社会化することも大事な役割のひ
とつとして、さらに活動を続けてまいります。
昨年、トラウマケアの一つである「キャパシター」と出会いました。呼吸法や太極拳や
タッピングなどを用いて、不安や心身の痛み、怒りや恐怖などの強い感情を取り除いたり、
身体に滞っていた流れを促すなど、気持ちを安定させる効果があります。体験してみて、
自分が人間であること、人間の体を持っているということを思い出させてもらったよう
に感じました。頭で考えるのでなく、身体にアプローチするこのキャパシターを今後も
お伝えしていきたいと思っています。
＊ 2015 年 6 月 6 日（土）
、キャパシターワークショップを開催予定です。
身近にいる傷み・苦しみ・悲しみを抱えている人を想い、世界中の紛争地や災害で苦し
む人たちへも想いを向け、癒しと平安が訪れるよう祈りつつ、今年も皆様と共に歩みた
いと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
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はじめまして。
新しいケアマネです！

１３年前から、駒沢給水塔のそばの自宅で「一人ケアマネ事業所」
として、ケアマネージャーの仕事をしてまいりましたが、７０歳
を過ぎたので事業所をたたみ、本年１月よりウェーブの５人の元
気なケアマネージャーさん達の仲間に入れていただくことになり
ました。
日本は高齢化社会を迎え “ 地域包括ケア ” の時代に入りましたが、
ウエーブがめざす『住み慣れた地域で、いつまでも安心して暮ら
せる、明るく活力のある地域づくり』に、少しでもお役に立てれ
ばと思っています。
介護保険サービスのこと、住まい方のこと、認知症のこと、介護
のことなどなんでも気軽にご相談下さい。お待ちしています。
え こ やま かつ こ

（江湖山 勝子）
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野本律子さんを偲んで
年の瀬の 2014 年 12 月 27 日に、野本律子さんが闘病の甲斐なく永眠さ
れました。こころから哀悼の意を表します。

野本さんは 30 年間、DV 被害女性とその子どもたちの支援を「市民の目」
でとらえ、活躍してきた女性です。シェルターの草分けである「AWS シェ

ルター」を代表として立ち上げ、その後、暴力被害の女性の就労支援とし
て「Saya -Saya レストラン」を共同代表の松本さんと開設されました。

このレストランは思い出深い場所です。1 人でも多くの暴力被害を受けた

女性たちの疲れを癒し、元気を取り戻してほしいと始めたウェーブの活動

「ビューティーセラピー」をここで定期的に開催させていただいていたの

です。お客さんになっていただいたり一緒に食事したり、本当に懐かしく
思い出されます。

また、ウェーブがこれまで開催してきた DV 防止啓発の講座では、何度も

講師にお迎えし、サバイバーとして支援者としてのお話をしていただきま
した。今、こうして振り返るとウェーブの相談支援活動には、先輩として

仲間として野本さんがいつも傍にいてくれたことを実感します。サポート
グループのスーパーバイザーもお願いし、スタッフの学びと癒しに大きな
力をいただいてきました。

養成講座の講師をお願いした時に、癌が再発したと知らされてから数年。

昨年 11 月 15 日に「野本律子昔語りの会～がんに向かい合っている今、
思うこと～」でお会いしたのが最期となってしまいました。

昔語りのお相手は野本さんの強い希望があったという、信田さよ子さんと
ピアニストのウォン・ウィンツァンさん。参加者は 160 人。ご縁のあっ
た多くの方がそれぞれの思いと感動に包まれた会でした。
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ＤＶや性的被害を受けた女性たちの社会復帰を支援する自然派レストラン
地域生活支援ネットワーク 女性ネット Saya-Saya（東京都）
＊
自然派レストラン「Saya-Saya」は東京の下町、荒川区町屋にある。一見どこに
でもありそうなこぢんまりとしたレストランだが、ここはＤＶ（家庭内暴力）や
性被害を受けた女性たちが心身の傷を癒しながら、社会復帰への自信を取り戻し
ていくための相談と支援の場であり、野本律子さんと松本和子さんが共同代表者
として運営する女性ネット Saya-Saya の中核拠点である。
野本さんと松本さんが Saya-Saya を立ち上げたのは 2000 年の 6 月である。野
本さんは十数年前からアルコールや薬物依存症で悩む家族の支援を行っていたこ
と、また自身も DV 被害者であった経験から、暴力被害を受けた女性たちを緊急
的に避難させるシェルターを立ち上げたりした。一方の松本さんは東京・山谷で、
路上生活者に多いアルコール依存症の人たちの支援を続けていた。そんな二人が
知り合い、お互いが共通している問題を語り合うようになる。
DV や性的被害を受けた女性たちの多くは、加害者から身を隠し、同時に今まで
の生活基盤や人との繋がりを失い、社会から孤立している。そんな彼女たちに、
新たな地域との関わりを作り、自立していく自信と力を取り戻していける場をも
うけることだった。それを形にしたのが Saya-Saya だ。
（中略）
「ここで働く女性たちの中には、男性に今だに恐怖心を感じている人もいます。
特に、性被害を受けた女性の精神的なショックは大きいんです。精神面や経済面
でのサポートをしながら、彼女たちが自信を持って新しい生活へ踏み出せるよう
にしてあげたい。ここはその最初のステップで、経営的にもまだ赤字続きですが、
将来的にはもっと活動の場を広げていきたい」と語る野本さんの背後で、忙しげ
に働く女性たちの声が明るく響いている。
（出所：http://www.pfizer.co.jp/pfizer/company/philanthropy/2001/aera_01.html）

車椅子の野本さんと握手した時の手が、雲のように軽かったのが忘れられ
ません。でも、野本さんの声は生き生きと力強くユーモラスで、それも次
第に強くなっていくのが不思議でした。

大きな喪失ですが、それ以上に大きな勇気と力を残してくれたことに感謝

します。1 人の女性の生き方、自分らしく生きる、自分を生きる、そういっ
たことを命がけで伝えてくれたのだと思います。野本さん、ありがとうご
ざいました。

（佐光正子）
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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

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

12:00-15:00

手 芸

たんち山

14:00-16:00

手 芸

第４週

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

どんぐり

13:30-16:00

みどりがめ

14:00-16:00
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。
●２月 ２日・１６日
●３月 ２日・１６日
●４月 ６日・２０日

夕食会

毎週火・木曜日の
お楽しみ
定食

カレー

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！

身

体とのつきあい方

〜お預かりしてきた命を全うする〜

文＝小野 殖子

新しい年を迎えましたが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。
近年は「お空」が病気らしく、わたしどもが慣れ親しんできた自然とはだいぶ

様変わりしてきました。昔はなかったような自然災害があちこちで発生してい

ます。人類による環境破壊のツケでしょうか、子供のころ「馬鹿の知恵は後か
ら出る……」と聞いたことを思い出します。

季節柄でしょうが、急激な温度差からのヒートショックや、インフルエンザ、
風邪などに注意するようにとの個人衛生についての情報は、日常的に目や耳に
しておいでのことと存じます。どうぞご自愛くださいませ。

個人的な話になりますが、わたしは寒い季節になると、お味噌汁が無性に欲し

くなります。子供の頃は具だけを口にして汁を残すので、よく注意されていた
のに、風土が育てた体質の記憶なのでしょうか。不思議なものですね。

私は生まれた時から病弱で健康とは縁遠く、身近な人にとって心配の種だった

のに、
近頃思うことは 45 歳まで生きられたら、お預かりしてきた定命（余命？）
を全うする責任があるのではないか、ということです。

この世に迎えられ、家族をはじめ社会から育てられ、自分のことは自分で出来

る（足りない分は助け合いながらも）、人目はともかく「出来る幸せ」に感謝して、
普通の人の三分の一の体力と思って暮らすように、と言われたことを忘れずに
わが身と付き合って、今日があります。

どうやらこの世は修行の場らしく、充分に人間修行を終えないとあの世からお

声がかからないようです。その間はなるべく快適に過ごせるように、可能な限

り自然のリズムとの調和を心がけ、免疫力を高めながら、今年も一年元気で過
ごしたいものです。またのお出会いを楽しみに、ご機嫌よろしゅう。
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「ヘルパー 2 年生」を
ふりかえって・・・
明けましておめでとうございます。皆様におかれましては、つつがなく新
年をお迎えのことと心よりお慶び申し上げます。
ホームヘルパー（訪問介護員）2 年生のボクが、昨年 1 年間にサービス担
当者を務めさせていただいたのは、男性 7 名・女性 5 名の計 12 名でした。
その 12 名に対し、男性 258 回・女性 318 回、合計 576 回の訪問介護
をさせていただきました。お世話になった方々に厚くお礼申し上げます。
まだまだ未熟者ではございますが、時折、ご利用者様からやさしい笑顔や
感謝のお言葉を頂戴したりすることがあります。そんな時、ボクは無意識
のうちに亡父母の顔や姿を連想してしまいます。親不孝をして晩年の亡父
母の様子を知らないボクにとって、それは亡父母の面影を彷彿させる至福
のひとときであり、かけがえのない財産になっています。
照る日・雨の日・風雪の日には「雨ニモ負ケズ、風ニモ負ケズ」と宮沢賢
治の一節を唱えて我が身を鼓舞させます。ペダルを漕ぐ足に自然に力が入
ります。いったんご利用者様のお宅に入れば、吉永小百合ちゃんを想い出
して、「一所懸命！」援助や介護に打ち込みます。短い所定の時間の中で
マニュアル通りにこなすのはボクにとって大変なことですが、その都度、
段取りや技術に新しい発見があって、結構楽しいものです。
一日が終って、腹の底からマグマのように湧き上がってくる達成感はじつ
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に爽快で、充実した気分にしてくれます。それが明日への希望や理想のエ
ネルギーとなります。
かくして、ボクのヘルパー 2 年生は終了しました。1 月からは 3 年生です。
どんな時代になるのか、今から楽しみです。でも、今までのようなきれい
事の世界ではないような予感がしています。
恩師の稲葉敬子先生の「医療も介護もチームです」の教えに従って、ボク
は出来る限りの現場情報を上部に報告するようにしているのですが、それ
がサービス提供責任者のところで止まってしまったり、時には消滅してし
まったり、伝わっても何も反応しないケアマネさんがいたり……、という
ことが分かってきたからです。
ならばどうすればいいのか、その答はまだ分かりません。3 年生の課題か
も知れません。
ボクの亡父母の幻影を求める旅と、明るい希望に満ちた介護法を模索する
ボクの冒険は果てしないようです。今年もよろしくお願い致します。

（勝崎 松雄）

9

花のある人生
〜人生花づくし〜

年末に友人と飲みに行った。

親の教えは きくのはな
人の悪くち くちなしで
頭は垂れて ふじのはな
笑顔あかるく ひまわりで
愛をはぐくむ ばらのはな
心清らか しらゆりで
世は移ろいて あじさいの
月日は早く たちばなで
散り際さやか さくらばな

シャレた店とは決して言わないけど
グラス置きに書かれた言葉が

気に入ったので、是非紹介したい。

（右の囲みを参照ください）

ついこの間 " 高齢者 " の仲間入りを
した私だが、まだまだ元気で

社会の役に立ちたいと思っている。
これからの人生も花に囲まれて

先は浄土の

明るく生きたいものである。

はすのはな

（T. S.）

鳶一羽
おのれの空を
高く飛び

氷雨降る

松本 みち子

冬の風

筑波山

花吹雪

ツヨ

まろび落つ

高橋

祈るらん

不義理の多し

残し小枝に

麓とりまき

風邪病みて

柿一つ

春霞

馬のたて髪

わ

隣家の垣に

と

十和の平和を

かけい

茶の香
辻 怜子

10

八重桜

小手毬の

賀春に

細雪 筧の庭に

ウェーブ
俳句

表紙作品の作者をご紹介します！
つや こ

●井上艶子さん（上馬在住９６歳）
娘時代（戦前）から、何故か胸をときめかすものであったり、
安らぎをえられるもの…、それがお人形でした。じっと見つめ
ると、いつも「明るく頑張れよ」とささやいて…。そのようにして私はお人形に、自分
を応援してくれる気配を感じ、生きる喜びをかみしめて生活して参りました。
私は関西 ･ 姫路の古い城下町で育ちました。旧制の女子高を卒業後、美術専門学校へ
の夢とあこがれも戦争でついえ、昔流の厳しい娘時代の習い事いっぱいの生活の中から、
数少ない人形作家の先生方の門戸をたたきました。
昭和 17 年、東京の主人のもとに嫁ぎました。戦争をはさんで、今では信じられない
ような古い女の道をひたすら歩きました。でも、おりにふれる心の灯が、お人形でござ
いました。
主人亡き後、一人暮らしの気安さで、年齢を省みることもなく若い方々と世田谷美術
大学で汗水流し、講義、実技を勉強させていただきました。心に残る作品が作れますよ
うに、与えられた人生を楽しみたいと存じております。
（平成 18 年 上馬まちづくりセンターで作品展示をされた時の自己紹介文より抜粋）

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

松陰神社前

駒留通り

弦巻小

〒

弦巻通り

交通案内

駒沢中 ●

●華屋与兵衛

NPO 法人コミュニティ・
ネットワーク・ウェーブ

環状７号線

fax : ０３−５４３０−７７７１

交番●

●

t e l : ０３−５４３０−７７８１

（9：00 〜 19：00）

●トヨタ

ガスト●

世田谷通り

（火・水・木 13：00 〜 18：00）

介護事務所

〒

●交番

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

駒沢病院 ●

国道 246 号線

●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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154−0012 世田谷区駒沢２−４３−９ 駒沢サンハイム１０６
メール 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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