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No. 70
本年も宜しくお願い
申し上げます

市政功労者などの表彰を受けた方々

12

昨秋には玉縄地域の多数の方々が鎌倉市などから表彰を受けましたので
一部を紹介します︒
○市政功労者
高田
隆 ︵新富町町内会長・及び市自治町内会総連合会理事 年︑台︶
城戸内昭浩︵消防団員 年︑岡本︶
須藤きよ子 ︵学童登下校見守り活動 年︑岡本︶
11

○社会福祉功労者
古河 詔子 ︵民生委員児童委員 年︑植木︶
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［事務局 玉縄支所内］
鎌倉市岡本2-16-3
電話 44−2217

地区社協だより
平 成31年 １ 月 １ 日 発 行

﹁地域の絆・玉縄の底力﹂

〜支え合える地域づくりを目指して〜

明けましておめでとうございます︒

平成最後の年明けとなり︑五月には新しい元号が誕生する記念

すべき年︑穏やかな一年になることを願っています︒

昨年︑日本列島はかって経験のないような豪雨や台風︑地震等の

災害に次々と見舞われ︑多数の方が犠牲になりました︒中でも一人

暮らしの方がより多く︑いかに地域での継がりや支え合いが重要で

あるかを改めて強く感じました︒

今後︑益々超高齢化・少子化が進む中︑家族の自助力や近隣の

共助力は低下し︑個人情報取り扱いの壁も厚く︑孤独死や虐待︑

いじめ等︑地域福祉の課題は山積しています︒

このような状況の中︑子どもから高齢者まで︑誰もが安心して

住み慣れた地域で︑心豊かに自分らしい生活を送るには︑住民相互

の声掛けや見守り等︑助け合いが必要ではないでしょうか︒

玉縄地区社会福祉協議会は︑ボランティアセンター﹁ささえ愛﹂

を始め︑福祉相談・法律相談︑一人暮らし高齢者の会食会︑絵手紙

慰問︑転倒予防体操︑サロン活動他﹁ママと赤ちゃんのたまり場﹂

等︑皆様の暮しに寄り添えるよう活動に努めています︒

また︑玉縄自治町内会連合会と共に﹁地域の絆・玉縄の底

力﹂のスローガンを掲げ︑世代を超えた地域交流の場として

﹁玉縄まつり﹂・﹁わくわく体験あそび場﹂を開催し︑多くの方に

楽しんで頂いています︒

今後も︑地域の皆様方の心強いご支援ご協力をいただき︑学校︑

病院︑施設他︑玉縄にある多くの恵まれた福祉資源のネットワーク

を活用し︑地域包括支援センター︑生活支援コーディネーターを

会長

小川

サヨ子

柱に︑共に﹁ささえ合える地域づくり﹂を目指ざして活動して
まいります︒

玉縄地区社会福祉協議会

［申し込み受付］３月１日（金）〜 11 日（月）
●申し込み 玉縄支所内 ボランティアセンター

〜自分らしく生きるために〜﹂

催〉玉縄地区社会福祉協議会

﹁救急医療の現場から

〈主

平 成
年 度
玉縄地域福祉懇談会

師〉薦 野 郁 子（介護予防運動指導員）

講堂

【持ち物】タオル・飲み物

◆場所・湘南鎌倉総合病院

【服 装】動きやすい服装、運動靴

時 分から

午後１時30分〜３時

月 日︵土︶

出来る⁝話を聞いて出来
そうだとの回答が３割
です︒この設問に対して
責任が持てない︑今の信頼
関係では難しい等のコメン
トがありました︒
しかし︑﹁昔は隣組
があり︑自宅の掃除や
食事の支度なども気軽に
頼める関係があった﹂
﹁本人を支える事は
難しいがその家族を支える
事は出来る﹂﹁病院・ケア
マネージャー等の連携情報
共有がどこまで出来るかが
伴になる﹂﹁最終段階を
支える地域づくりの検討を
していく事が重要である﹂
等々の意見もありました︒
難しい問題ではあります
が︑家族・地域で話し合い
や考える機会が増える大変
素晴らしい講演・懇談会で
ありました︒
玉縄地区生活支援
コーディネーター
井上 達夫

〔申し込みは①・②のいずれか〕

◆日時・
を所有しているのか﹂に
ついて講演していただき
ました︒
現在︑将来的に病院
で最期を迎える事は
難しいと言われています︒
そのために自分達は︑
人生の最終段階とはどの様
な時か︑どこで最期を迎え
たいかなどを決め︑子供達
などにも相談し伝える事が
とても大切です︒
多くの人が自宅で最期を
迎えたいと望んでいます︒
そのためにも︑〝血縁〟
より〝結縁〟で支える事が
大切でありますが︑両者で
希薄化が進んでいる中︑
行政のみならず︑地域
住民一人一人が最期を迎え
られる地域づくりを考える
事が大切であると話され
ました︒
アンケートでは︑講演を
聞いて人生の最終段階の
理解の深まりは８ 割の人
が理解出来たと回答し︑
どこで最期を迎えたいかに
ついても︑すでに考えて
いる・話を聞いてこれから
考えると７割超の人が回答
しています︒一方︑近隣の
最終段階を支える事が出来
るかの問では︑支える事が
難しいが７割︑支える事が
②第２・４火曜日
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● 法律相談︵司 法 書 士 ・ 花 村 民 夫︶第２・４火曜日 午後１時〜４時
● 福祉相談︵地域包括支援センター職員︶第１・３木曜日 午後１時〜４時
︹場所 玉縄支所内ボランティアセンター ☎４６ー４１７７︺

①第１・３木曜日
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地域で最後まで生きるた
めに何が大切か︑どの様な
事が必要か︑みなさまと
一緒に考える内容で湘南
鎌倉総合病院 救急救命
センター長・山上 浩先生
に講演をして頂きました︒
地区社会福祉協議会小川
会長の開会挨拶︑山上先生
講演︑鎌倉市高齢者いき
いき課・中野課長の総評︑
自治町内会連合会・正木
会長の閉会挨拶で２時間
分の講演会も 名の参加
をいただき無事に終了する
事が出来ました︒
山上先生より︑豆知識的
な︑﹁救急を受診すべき
痛みとは﹂﹁保険証よりも
大切なもの﹂﹁湘南鎌倉総
合病院では何故︑救急車

玉縄近郊の歴史

〈講

45

玉縄歴史の会

TEL 46 − 4177
●

９：30 〜 12：00
間

第４集会室

﹁玉縄まつり﹂大盛況
10

10
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玉縄の廃寺に残された墓地

【日 時】平成31年４月〜31年９月

④鎮痛作用と快感作用があり、リラックス効果がある。
（ゴムバンド代108円を含む）

③癌の治癒に効果があるナチュラルキラー細胞が活性化される。
れる。
【参加費】１回500円、初回のみ608円

笑うことにより身体全体が活性化され、免疫力、自己治癒力がアップ
します。
さらに笑いは、腹式呼吸の効果も期待できます。腹式呼吸は副交感神経
の働きを助け、自律神経を整えてくれます。横隔膜の運動にもなりますの
で、呼吸機能を鍛えることも。
笑いすぎるとおなかが痛くなったり、ほっぺたが痛くなる経験をした
ことは誰でもありますよね。
笑う時には胸やお腹、腰、背中など様々な筋肉を知らず知らずのうちに
使っています。筋トレは面倒でも、笑うことは楽しいですよね。笑いすぎ
て涙が出ることも。大笑いしたあと「はぁ〜」っとリラックスした気分に
なるのは、副交感神経が優位になる為です。
ＮＨＫや地域のイベントで笑いヨガが開催されております。私たち地域
包括支援センターの介護予防教室でも開催させていただきました。
作り笑いでも同じように身体が活性化される作用があると言われて
いますので、笑顔を作ることが大切。顔の表情筋を鍛える作用もあります
ので、笑いシワを気にせずたくさん笑いましょう！
●時

②免疫力が活性化されるホルモンが分泌される。
【定 員】各クラス25名

月 日︵土︶第 回﹁玉縄まつり﹂が
玉縄小学校で開催されました︒
11

前日が雨に見舞われたため運動場での準備作業が全く出来ず︑また
運動場の乾燥具合も心配されましたが︑当日は雲ひとつない秋晴れの下︑
７時半から始めた準備作業は︑実行委員や参加団体の皆さんの献身的な
ご協力のお陰で９時半頃にはすべて完了︒予定通り９時 分には﹁関谷
城廻おはやし会﹂の児童の皆さんの笛太鼓の演奏でお祭りの幕が切って
落とされました︒
今回は﹁大船フラワーセンター・富士ソフト企画・玉縄図書館・鎌倉市
公園協会﹂などに初参加頂き︑会場いっぱいに数千人の老若男女が広が
り︑汗ばむような日差しの中で﹁地域の絆・玉縄の底力﹂が見事に結集・
実現した秋祭りになりました︒
当日会場においで頂いたすべての方に﹃ありがとう！﹄
玉縄まつり実行委員会

雨天時
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玉縄青少年会館近くの︑広いバス道路に面した所に墓地があります︒数年前
までは大木が茂った墓地でしたが︑今は伐採されて明るくなりました︒この
近くに古くからお住まいの方に伺うと︑明治時代の廃仏毀釈で壊された二ヶ寺
があったそうです︒その寺の跡地にあった墓地は宅地開発の邪魔にされ︑今の
ような山裾に移されました︒古老のお話を聞くと︑一ヶ寺は︑寺号を﹁しょう
りんじ﹂小林寺と呼び︑古義真言宗のお寺です︒岡本地区には多くの小林家が
あるので︑其の関連ではないかと思うとのことです︒
伝承は︑同地区内にある﹁玉泉寺﹂の開基で︑小田原北条氏の家臣﹁小林
若狭﹂が自分の屋敷を寄進して寺にしたと云われています︒
小林若狭が何故二寺を開基したのか︑あるいは﹁小林寺﹂の寺号が偶然なの
か︑間違いなのかは不明です︒小林家の本家分家などの一族は玉泉寺や近くの
山に墓地を持ちますが︑廃寺の墓地は小林家の使用人の墓地だとのことです︒
もう一つの寺は︑寺号﹁しょうりんじ﹂正林寺と云い︑浄土宗の寺です︒
この寺については︑現在植木に在る﹁貞宗寺﹂︵浄土宗︶に﹁正林寺﹂銘の
ある位牌が安置されているとのことです︒貞宗寺住職は詳しいことは判らない
とのことですが︑正林寺の寺号を持つお寺が在ったことは事実の様です︒
この寺の墓地も宅地開発で小林寺の墓地に
合祀されました︒ここに真言宗と浄土宗の異宗
共同墓地が誕生したのです︒このことから︑
近くにある﹁龍寶寺・曹洞宗﹂に宗旨替えした
家もあると聞きました︒
墓地に入りよく見ると︑山裾の方は真言宗
の墓石が並び︑道路側には無縫塔︵卵塔とも
呼び︑住職の墓石だと言われています︶が
建ち︑浄土系の法号が刻まれた墓石があります︒
昔︑二ヶ寺在った頃の地形とかなり変わって
いるでしょうが︑大船観音の立つ山に続く
大谷戸の入口のあたりだろうと思われます︒
今は廃寺の裏山に岡本神明社が建ち︑その
麓には昭和の名優笠智衆さんの家があります︒
寺口順子記

いただきました

お気軽に
ご相談を！
！

※原則として毎回参加出来る方

地域包括支援センターささりんどう鎌倉
井上 友子

ちから」

転倒

①脳が刺激され血流が良くなる。
【対象者】玉縄地域在住の65歳以上の方

近年社会的要請などにより、公立中学校で給食を開始
する自治体が増加しています。しかしながら、大磯町
では大量の食べ残し・異物混入が発生し中止となり、
横浜市では２％前後の喫食率に低迷するなど問題もあり
ます。
鎌倉市では一昨年11月から開始されました。今回
玉縄中学校のご厚意で、玉縄地区社協役員10名で給食
（１食330円）をいただきました。
当日は、ごはん・ミートローフ・コーンスープ・大根
サラダ・キャベツとしめじのソテーと多彩なメニューで
共同調理場で調理し、配送された給食とは思えない献立
で美味しくいただきました。
玉縄中学校での喫食率は約80％と利用者が多いの
ですが、男女生徒の食べる量の違い、運動部活をして
いる生徒の食欲などが考慮されず
ず
にごはんの増量しか認められて
いません。ふりかけなどの副食物
物
の持ち込みを認めるなど、生徒・
保護者の様々な要望に対応できる
る
柔軟な規則運用が必要ではないか
か
と感じた試食体験でした。
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「笑い の
高齢者のための

中学校給食 を

【場 所】玉縄学習センター

最近笑ってますか？「笑い」が心や体に良いと医学的に言われており、
実際に世界中で研究がされています。どのような効果があるのか見てみま
しょう。

予防教室
30年11
月10 ㈯
1

き：平成

底力
・玉縄の
地域の絆

74
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予約
不要

平 成31年 １ 月 １ 日 発 行 （2）

玉縄地区社協だより
玉縄地区社協だより
（3） 平 成31年 １ 月 １ 日 発 行

に向かう高齢の皆さんの姿が
多かったですが︑私達の大きな
声かけに笑顔で募金をしていた
だきました︒
第 九 地 区 で７ 千 2 7 2 円 ︑
全 地区合計で6万1千505
円の募金をいただきました︒
〝夢・人の輪・支え合い〟を
スローガンにしている﹁赤い羽
根共同募金﹂ですが︑運動に
参加して︑改めて人の善意や

小林

誠

温かい思いやりの心を実感し︑
感謝の気持ちで一杯になり
ました︒

場：植木小学校校庭（雨天時は体育館）
10 時〜 14 時

●内

容：木工細工・昔あそび・豚汁ほか

〇主

催：玉縄地区社会福祉協議会

〇共

〈特別協力〉ＮＰＯ法人 鎌倉 馬のいる街プロジェクト

催：玉縄自治町内会連合会

（当日雨天時は中止）

編集後記

〇息子や孫から電話でお金の相談や立替、振り込みを頼まれた……はい／いいえ

〇振り込みは今日中でなければならないといわれた…………………はい／いいえ

〇振り込み先の口座名は知らない人である……………………………はい／いいえ

〇お金を会ったことのない人に渡すように言われた（会社の上司・友人） …はい／いいえ

〇キャッシュカードを自宅に受け取りに行くと電話があった………はい／いいえ

︿編 集 長﹀・盛田

幸枝

・小川サヨ子
・小林
誠
・水巻 保子

ここ数年︑地震・台風・豪雨と各地に大変
な被害を及ぼしている天変地異︒
本年は元号も変わり︑穏やかな一年で
ありますようにと願います︒

〇最近「電話番号が変わった」という連絡があった…………………はい／いいえ

︿編集委員﹀・石井 英明
・久能 茂子
・深見 正美

☎０４６７−４６−０１１０

ご相談先………大船警察署

１つでも「はい」があったら、家族や警察に
ご相談ください。

振り込め詐欺チェック表
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●会

10

30 10

12

﹁赤い羽根共 同 募 金 ﹂
街頭募金活 動 に 参 加 し て

３月 30 日（土）

第九地区民生委員児童委員

﹁放課後かまくらっ子せきや﹂始まる

振り込め詐欺にご注意を！！
関谷小学校校庭内に︑児童が放課後等の
時間を安全・安心に過ごせるよう︑学童
保育とアフタースクール︵放課後こども
教室︶を一体化した事業が︑昨年 月
日︵月︶より始まりました︒詳細につき
ましては︑次号４月１日発行の﹁社協
だより﹂でお知らせいたします︒
12

月１日から 月 日の
期間︑﹁赤い羽根共同募金
運動﹂が展開されました︒
鎌倉市民生委員児童委員協議
会でも︑全 地区から各５名の
委員が参加し︑ 月１日︵月︶
の 時から 時 分まで︑Ｊ Ｒ
鎌倉駅と大船駅周辺で街頭募金
活動を行いました︒
私達第九地区も︑Ｊ Ｒ大船駅
西口バス降車場周辺を担当︑
前日からの大型台風 号の影
響で︑台風一過の秋晴れとは
言え︑強風が吹き荒れている中
での募金活動でした︒
通勤通学の時間帯が過ぎ︑
幼児を連れたお母さんや買い物

く体験あそび場
わくわ

31

時：2019 年
●日

10

10

第13回

平 成31年 １ 月 １ 日 発 行 （4）

玉縄地区社協だより
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24

10

お礼

玉縄学習センター推進委員会と
デクパージュ同好会の皆様より、
フェスティバルの収益の一部をご寄付
いただきました。
ありがとうございました。

