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男性のためのデイケアサービス
「松渓ふれあいの家jを定年退職後のサラリーマン達で立ち上

げ、区立から民常化までと活動されたrNPO法人生きがいの会」

元理事長 尚岡 隆ーさんにお聞きしました。 

rNPO法人生きがいの会」立ち上 とをやるのが基本です。定員 30名のふれあいの家に 5台の
げの理由は? マージャン卓が並んでいます。

2000年に介護保険制度がスター 囲碁 ・将棋 ・絵画 ・絵手紙 ・書道・ガーデニングなど好きな

トし、その年の 12月に男の料理 クラブで過ごします。 

教室で知り合った仲間8名が中心
2006年に民営化して活動の変化はありましたか。

で設立しました。当時介護と言え

ば女性中心で、進められていて自分 会の理念をさらに具体化して地域への一層の貢献を果たした

たちが利用したくなるような施設 いとの思いから介護を必要とする高齢者に留まらず元気な高

を作ろうと立ち上げました。 齢者の活動の場としての杉並区立の「ゅうゅう西田館J rゆ
ぅゅう荻窪館」の運営業務を受託しました。

松濯中学の敷地内での運営の様子

はいかがですかの 高岡さんのとれからをお間き したいのですが。

中学の空き教室をデイサービス施設に改修して利用させてい 62歳で退職し、残りの 20年を有意義に生きていこうと目標

ただきました。中学を始め地域の方々 とも世代の違いを超え を立てました。

「交流の場」として運動会、文化祭などで交流を深めていき 自立できる生活をしたいと思い、いろんな交流を大切にして

ました。 きました。来年80歳を迎えるに当たり、これからは自分で

できることを無理しないでやっていきたいと考えています。

「松渓ふれあいの家」には、どんな特徴がありますわ r自分史」として 「歩いた道」に挑戦中です。

利用者は男性が7割前後を占めて、それぞれ自分の好きなこ

rNPO法人生きがいの会J

元理事長

高岡隆一氏

松渓ふれあいクラブの数々 男性で賑やかなサロン 不自由な手でもパイ集め 11

地球の裏側、南アメリカでは多様な音楽が奏でられています。今回は

弦楽器と管楽器、歌声が見事なハーモニーを繰り広げるペルーの民族音

楽をご紹介します。

日本でペルーの民族音楽を演奏するグ、ルーフ。は数少なく、今回は貴重

な機会です。ベテラングループ「ミスティ」の素晴らしい演奏をお楽し

みください。

クルーポ ミステ ィ



[さちの会・ゆきの会]は区 l~センタ-tItlá定時にカラオケ

教室として始まり IJUfに至っていますわ会民は合わせて


斗O名くらいで50歳前?をから最高伝9歳の会日まで“歌を


楽しむこと"をモットーに練押しています τ年 2Ifの杉
ll

並歌謡祭をはじめ数々の大会に参加したり、懇親会や旅


行会などの交流を図っています。


先牛.のピアノに合わせ発声練習に始まり 1-4小節ずつ


寧にみんなで全体練習 aそしてお待ちかねのカラオ

ケに合わせて一人ずつセンターマイクの前で歌い、先生のアドバイスをいただきます。会では脳の活性

化と若さを保つため、あえて新曲をレッスンしています。ぜひ地下2Fの音楽室へいらっしゃいませんか。

見学大歓迎です!

定例会 :


第 1・3水曜日午後  1時.....4時(さちの会〉


第2・4水曜日午後5時-8時(ゆきの会〉


問い合わせ :
大野淳子  03-3392-4869

一人ずつ前に立って 神奇幸彦先生

防災フォーラム1m3犬震災、その時ご町同士はどう助け合うのかI
猛暑もやや収まった 9月7日 防災

フォーラム 2013がたくさんのご来場を

いただき、無事終了しました。今U日回

目となるこのイベントでは杉並区防災

課、消防署をはじめ地域の企業や中学

校、ボーイスカウト、 NPO団体等に参加

いただき数々の展示や実演などにより、

盛りだくさんの情報を皆さま方にお届け

することができました。

特に午後のイベントとして組まれた高山防災課長の基調講演と、地域防災コーディネーターや町会、障害者団体

の代表者による日々の取り組み等が紹介されたパネルディスカッションは参加者の席が足りないほど好評でした。

自助、共助、公助のうち自助については個々の日常的な取り組みが必要であるとと、また、あいさつから始まる日頃

からのご近所同士の大切さを改めて強く感じました。

全員でピアノに合わせて

}'¥ネルディスカ ッシ ョン 松 j案中、神明中のレスキュー隊実演

非常食、どれだけ備えたらい エパーグリーンの懐かしの 杉並第6団・第8団ボーイスカ 手軽にできる防災食の試食

いのかな? フォークソング ウ卜の実演



講座の ι
ー-、，
ー案内 ※長寿応援対象事業� (75歳以上)

一一一一→一ー日

E7亜己� 
司峠� 

li;W ~誠司 戸喝司市匝4司 富民 量~~ 雫~品ID

「古文書を読む」

新選組の手紙

主に近藤、上方、i中田はどんな字を普いていたので しょうかつ� 
人物像が出来上がっている主人、新しい発見が 八廷の似の脇
役にもスポットをあてます/加藤直道

11月7日・14日.21日・お日
(各木Ill(ll:/) 
午後2時~4R寺

40名� 2∞円� 10月21日

南米ベルーの民族

音楽を聴こう� l

地球の裂似 、南米ペルーの民族音楽を聴いてみませんか� 11 u この� 
ジャンルではベテランの 「グルーボ・ミステ ィ」が演奏 しま
す。マンドリンやハーブ、ケーナの音色をお楽しみくださいの

11月16円(上}
午後2時-4時 印名� 2∞円� 11月21:1

クリスマス・リー

スを手作りで� l

クリスマスを手作りリ ースで楽しんでみませんか� i1直径18セン� 
チと、小ぶりのリースですが、この冬のクリスマスを自分流に� 
アレンジします。/渡辺邦子

11月27日(水)� 
112Ul'-4午彼 寺� 

20名 3，∞0円
同開曹古む� 

10月27日

秋の親子工作教室� 
秋の木の実や葉つばを使って、やじろべえのおもちゃや部屋飾り� 
主宇を親子で作る講座です (5才~10才の親子対象)/山室京子

11月30日(土) 
午後l時30分~3時均分 

15組� 
30名� 

2∞円
11料費� 

100円
10月27臼

お正月飾りを

手作りで

ちょヮと小ぶりのしめなわをリースに見立てて、千代紙や造花をあ� 
しらう、引乍りの迎審判1簡を御ー緒にいかがですか。� /il主辺邦子

12月4日(;J() 
午fを2時-4時 20名� 

3，0ω円� 
汁軒曹日ち

11月24日

[講座の申込方法1・往復はがきに ①希望講座名 ②住所 ①氏名(フリガナ) ④性別 ⑤年齢 ⑥電話番号を明記のうえ

干� 167-0051 荻窪2-34-20 荻窪地域区民センタ 協議会宛 ※申し込み多数の場合は抽選です。

杉並公会堂主催のイベン卜(会場はいずれも大ホール) 郷土博物館分館企画展
問合せ ー寝室話� tl347-4450 問合せ電言語� 5347.9801 

i 日 本 フ ィ ル 杉並公会堂シリーズ第�  4回 l| 郷土博物館分館企画展(西棟 2階~
日 時� 11月� 10日(日)� 15時間演(14時半開場)

出 演飯守泰次郎(指揮)、

日本フィルハモヱ交安楽団(管弦楽)

曲 目ワグナ/ジクフリ 卜牧歌、楽劇「卜リスタン

とイゾルデ」前奏曲と愛の死、歌劇11タンホイザー」序

曲ほか

全席指定� S席5，000円、� A席4，000円、� B席3，000円

日 時� 12月� 14日(土)� 15時00開演(14時半開場)

出 演堤岡IJ(チ工口)、小山実稚恵(ピアノ)

曲 目� J.Sバッハ/無伴奏チ工口組曲第3番、ベ トヴ、工

ンピアノ・ソナタ

第� 14番「月光」、ブ

ラームスチェロ

ソナタ第2番

全席指定� S席5，000円、� 

A席4，000円、� 

B席3，000円� 
i是剛 小山実稚恵

。鍋島徳恭� ⑤WataruNishida 

荻窪地協軍民センター� 1階展示室のご案内

「第10回電力労働者いきいき文化展j

(絵画・写真 書道 彫刻J


団体.杉並区労働組合総連合� 11月7日(木)-10日(日)
 

f写友杉並SPC習作展J(写真)
団体'写友杉並SPC 11月15日(金)-19日(火) 

rMOA美術館杉並児童作品展J(絵画)
団体:MOA美術館杉並児童作品展実行委員会� 

11 月 22日(金)~24回(目) 

f富田建遺書習作展J(書道)

団体ー宇部建道会� 11月28日(木)~12月 1 日(日)


「太陽倶楽部(フラワーアート部)J(フラワーアレンジメント)

団体太陽倶楽部{フラワーアート部)12月6日(金)-12月B8(臼)


時代がみえてくる!

オキュパイドジャハンのおもちゃたち

[講演会のご案内]

女「なぜおもちゃはうまれたの?人類学からみるおもちゃの起源~J

・講師 真家和生氏(大妻女子大学博物館教授)

-日時 10月20日(日) 午後2~4時

女「敗戦を抱きしめる ~オキュパイドジャパンの玩具~J

講師高山文孝氏(イラストレーター玩具史料提供者)

日時� 11月� 3日(日) 午後2~4時

[各回ともに1
・定員	 30名。開場午後� 1時30分 直接開場へ

(開場時より先着順に掌理券を配布します)

・会場郷土博物館分館東棟� 1階休憩コーナー

区民参力回QJj:a;百点幅
記念キップにみる昭和の歴史と杉並区の鉄道キップ

昭和期の圃鉄や，--IRの記念キップから 「昭和の記念日」を振り返り

ます。どのような時にどんな記念キップが発行されたのか、年表

とあわせて展示します。また、杉並区内の駅のキップも紹介します。

開催期間 平成25年� 10月26日(土)� ~ 12月� 15日(日)� 

.t票 所 区立郷土博物館分館t天沼3・231天治弁天池公園内)

・閉館時間� 9時~ 1 7 時


-休館日 毎週月経臼と第3木理自{祝日の場合は開館し翠自体館)


・観覧料無料

-問い合せ電話03-5347-9801

荻窪地域区民センター協議会からの前知 ら せ �  

-委員会の日程� 

10月29日(火)� 13 ・ OO~ 会場・第� 1・2集会室� 

11月26日(火)� 13: OO~ 会場:第� 1・2集会室

※委員会は一般公開です。

傍聴を希望される方は事務局までお申し込みください。� 

.No.304号
おぎくぼセンター祭「荻窪中」を「松渓中」に訂正してお詫びします。

l 


