平成３１年初の広報紙の表紙は、生活創造空間にし（エヌ・クラップ、ガッツ・びーと西）の
主任、副主任より、年頭のご挨拶とさせていただきます。
新年、明けましておめでとうございます。
皆様のおかげで今年も無事に新しい年を迎えることができました。
平成３１年は平成最後の年となります。
去年を振り返ると、著名人の訃報が続き、平成を象徴する
歌手の安室奈美恵さんが引退するなど、
時代の移り変わりを感じるような出来事が続いた様に思います。
昨年１２月には、今年４月３０日の譲位を前に
天皇陛下から最後の記者会見がありました。
社会が大きな動きを見せる中、生活創造空間にしは、
１０周年を迎える年になります。
生活創造空間にしの様に、地域と交流の多い福祉施設も
多くはないのではないでしょうか。

～アンラシネを目指します～

ソーシャルインクルージョン(共生社会)の実現に向けて、福祉フェスタ・
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みんなの節供の様な先駆的な取り組みを今後も行い、
地域との密着・連携を目指していきたいと思います。
どうか皆さん、今年もよろしくお願いします。
新しい年が更に良い年になるよう
祈念致しまして、私の新年の挨拶とさせていただきます。

吉田

誠（エヌ・クラップ）

広報で文章を載せるのは初めてで緊張しています。
今年のお正月は個人的に釣りをしたり餅を食べたりと
体調を崩さずに元気に遊び、楽しく過ごす事ができました。お正月は良い物ですね。
お正月といえば餅ですが、私の実家ではお雑煮はずっと味噌汁で食べています。
それがあたりまえだと思っていましたが、
お吸い物で食べる方が意外と多いというのを知りました。
エヌ・クラップ事務室で統計を取った所、以下のような結果になりました。
・お吸い物 ４人

・みそ汁

１人

・鶏がら

・餅が嫌い

１人

１人

お正月で餅が余っている家庭も多いと思います。
これを機に色々な食べ方をしてみてはいかがでしょうか。
前置きが長くなりましたが、生活創造空間にしも今年で１０周年を迎えます。
この１０年間は色々な事がありました。今までの経緯や歴史など記載したかったのですが、
原稿スペース的に余裕が無くなってきてしまったので今回は割愛させて頂きます。
地域の方々や色々な人に支えられて生活創造空間にしは成り立ってきました。
皆様本当にありがとうございます。今年もよろしくお願い致します！

大井

崇裕（エヌ・クラップ）
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昨年は、ケアプラザのヨガプログラムにご利用者

新年あけましておめでとうございます。

さんと行ったり、西余暇の企画をしたり、障がいの
今年もよろしくお願いいたします。

ある方の「余暇」について考える機会が多くありま
した。目の前の問題に大忙しで、ついつい見過ごし

技術の進歩により、いろいろなことが機械化・

がちな「余暇」です。私自身も「忙しいなあ…」と感
自動化され、人間が果たす役割が日々少なくなる中、

じてしまうと、プラスアルファのことをするのは

個人に人の目が入らなくなることが増えてきたような

億劫になりがちです。でも、その気持ちをぐいっと押
しのけて、
「楽しい経験」を共有できると見えてくる

気がします。孤独死やモラルの低下など人間関係が

ものがある！！そんな気持ちも実感しました。楽し

希薄になっていく中で、人間でないといけない仕事が

い経験をすること、そんな経験ができる場所を作る
ことを考えていきたい。みんな同じ気持ち、
「楽しい

逆に重要視されるのではないかと感じる今日この頃。

ことがあるから頑張れる！！」を自分のペースでや

今年も皆さんと人間臭く、楽しく過ごせればと思います。

っていきたいです。
自立生活アシスタント 赤井 満喜子（ねくさす）

日中活動 川口 雅己（ガッツ・びーと西）
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本年もよろしくお願い致します。
「平成」最後の

生活創造空間にしでは 10周年を迎え、ここのとこ

3 か月が始まり、新年号となる「変化の 1年」が始ま

ろ、この 10年を振り返ってみることが多くなりま

りました。横浜市では今年度より国の事業である
「地域生活拠点」が市内９箇所の区で開始されます。

した。生活創造空間にし研修や屋上檸檬のこと、み
んなの節供やおでかけ３のバックアップ等、地域
活動ホームだけでは出来ないエヌクラップさんとの

西区では正式には翌年度から開始となる予定です。
障がいのある方の重度化・高齢化等を見据え、

協働、そして地域の方々のアイデアやお力を頂きな
がら色々な事を行えていると実感しております。

地域全体で生活を支えていく体制の構築が図られて

これからも地域の方に『ここに生活創造空間にし、

いきます。西区スタイルとは何か、地域性に即した形

エヌクラップ、ガッツ・びーと西が出来て良かった』

を模索していきたいと考えています。

と思っていただけるような施設を目指していきたい
と思います。

基幹相談支援センター 森 悠紀範 （ねくさす）
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コンサート邂逅 Vol.23

フルート、龍笛と共に・・・

アルエムカルテット

10月23日（火）、当所の秋を彩ってくださるアルエムさんが夜のコンサートを行われました。アルエムさん
による〝コンサート邂逅“は今回で、７回目となります。例年は弦楽四重奏での演奏ですが、今回は「フル
ート」と、その他に和楽器の横笛全般の原型・先祖とも言われている「龍笛」も入り、編成を変えた四重奏
（カルテット）を演奏されていました。ディズニーミュージックから始まり、アニメちびまる子ちゃんの「おどるポン
ポコリン」といった弦楽器での編曲で空間がにぎやかに。フルート四重奏によるモーツァルト、バッハなど、ク
ラシカルな名曲から響く音色が「生活創造空間にし」のエントランスをコンサートホールのように膨らませてい
きました。そして、「わらべうたのメドレー」では、どこか昔に聴いた懐かしいメロディに心から癒され、唄を口ず
さむお客様もちらほら。M.Cでは龍笛の歴史にも触れられていて、日本の音楽の文化を教えてくださった後、
龍笛の独奏から、「雅楽・越天楽」を四重奏によって演奏され、神聖な時間がゆっくりと流れていきました。
また、８回目が実現されることを心待ちにしています。
では、また邂逅するその日まで―（古田中）

みんな

の節供

七草の節供報告

今回も、みんなの節供～七草の節供～へのご来場、誠にありがとうございました。今回の参加者の人数は１０４名。
前年度の七草の節供よりも、少し多くの方がご参加されました。少しずつ人も増え、より賑やかになっています。
おもちゃのはこさんのコンサートでは、主に冬を題材とした曲を演奏された
り、グーチョキパーを使う手遊びうたや、リズムに合わせて身体を動かす演目も
あり、外気はとっても寒い日だったのですが、生活創造空間にしのエントラン
スはストーブが点いていなくても温かな空気に包まれていきました。
（自動ドア
付近が開く度寒いのは課題であります…）

みなさんお楽しみの食堂では、七草粥、おでん、鶏からあげ、フライドポテト、焼き
そば、シーザーサラダ、三浦創生舎の餃子、デザートにチュロスとチョコケーキ、と
いうバイキングメニュー。七草の節供だけに、
「七草粥」は外せませんね。いっぱいは
食べれないけど、みなさん口にされたのではないかと思います。そして「おでん」！！
私が見かけた時、すでに卵は完食！大根も昆布も出汁が良く染みていました。そして、
駐車場の焼き場から焼き立てが運ばれて来る安定の味、
「三浦創生舎の餃子」！きっと
食堂でみんなと一緒に食べることでも、より格別な味となっていたことでしょう。
次回は、３月４日（月）
「桃の節供」となります。また一緒にお祝いしましょう♪（古田中）
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今年度のテーマは、
「生活創造空間にしの１０年、にし研修の１０年を振り返る」！
今回は、生活創造空間にし研修③「町田とびたつ会の声を再び！」の報告となります。

平成３０年１０月２７日（土）、午後の昼下がり。２１名と少なめの参加者でしたが、生活創造空間
にしの５階食堂が温かい空気に包まれました。生活創造空間にしでは、今年で４回目（にし研修
では３回目）の公演となります。今回は、なんとアンコール含め１９曲の歌を披露してくれました！
皆さんの感想としては、「とびたつ会」の皆さんが歌っている様子が楽しそうで生き生きとしてい
るというものがほとんどでした。「歌」の力を感じさせていただく、心地よく、力を与えてくれる素敵

な時間となりました。

初めての試みとして、「お気に入りの歌ランキング」をアンケートの中に盛り込んでみました。
結果は・・・

第１位 わたしぬきにきめないで
第２位 ガッツ＆ビート
第３位 とびたつ会のテーマ
となりました！

♪ わたしのこと
わたしの声

わたしぬきに きめないで
わたしのおもい

つたえたい

ほしい
あなたに ♪

次回のにし研修は「障害者権利条約」について振り返る（平成３１年１月３１日（木））です。
次の研修のテーマにもつながるような歌声、皆さん、本当にありがとうございました！！

阿部
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浩之（ガッツ・びーと西）
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今年もよろしくお願い致します。おもちゃのはこの
中島まり子です。
平成最後の師走ついたち。4回目となる

「ワンダフル

クリスマスコンサート」

が行われました。暖かな陽射しとスタッフの方々の
暖かな配慮の中、心配していた集客も地元の民生
委員のリーダーの掛け声の元、40名近くの方々が加

わり、総勢80名を越える来場者となりました。
「私た
ちは音楽を通し、何を伝えられるか？」プログラム
を組み立てるのは至難の業です。１年間の総仕上げ
と位置づけ、力もこもっています。
今回は、

◦今年各所の活動で印象に残り、一緒に楽しめた曲。
◦メンバーのチャレンジ曲。
◦童謡100年を記して。
の 3部構成としました。

力を入れ過ぎたのか「まぁ～山盛りのプログラムだったわ！」「沢山のなつかし
い歌やピアノが心の中を駆け巡った！」等の嬉しいお声も頂きました。毎年積み重
ねて行く中、ここはいつも暖かく優しさと友好に満ちた場所です。私たちが得意と
する「音楽」を通して、益々色々な環境や世代の方達と繋がりを深め「みんな一緒

に笑顔になろう！」と働きかけられれば、こんなうれしいことはありません。私た
ちは皆さまの支えによって触発され、研鑚を積む勇気をいただいているのです。
来場してくださった皆様、新しい長幕を作って下さった吉田紅峯(こうほう)先生、
生活創造空間にしの皆様、ありがとうございました。
また、ワンダフルなコンサートを目指します。
おもちゃのはこ
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日時

行事

１６日(土)

出張 みんなの相談窓口 第3弾

【前半】
12:00～13:00
【後半】
15:00～終了

普段の生活の中で気になることがあれば、みんなの相談窓口が出張し、
それぞれの分野のプロ(お金、仕事、高齢、障がい、こども)が
お話しを伺います。
※「にぎわい＆にしよこ寄席 其の十四」のイベントと合わせて実施いたします。

にぎわい＆にしよこ寄席

１６日(土)
開場：12:30～
開演：13:00～

其の十四

恒例の「にぎわい＆にしよこ寄席」！
グッと寒いこの冬に、ホッと心温まる笑いをお楽しみに！
生活創造空間にし研修⑤

２１日(木)

『西区地域自立支援協議会』について振り返る

18:00～20:00

一緒に西区地域自立支援協議会の「明日」について話してみませんか？
コメンテーター：西区地域自立支援協議会メンバー

日時

行事

４日(月)

みんなの節供 「桃の節供」

16:30～19:00

男 もや田

の

素敵なコンサートと美味しい食事を用意して、みなさんをお待ちしております。
1日遅れのひな祭りを共に祝いましょう♪

新年もやもや日記
あけましておめでとうございます。今回の広報紙では、

沢山同様の挨拶があるとおもいますので、簡単なご挨拶にさせていただきます。
私の恒例で、新年は初売りに行くことが楽しみの一つになっています。今年も例年同様、洋服店に買
い物に行きました。まぁ、店員が話しかけてくるなんてことは、もう想定内なので、それほどもやもや
せずに済んでいるのですが、私が気に入ったデザインの洋服を手に取って見ていた時、その店員から
「それ、自分も持っています。
」というアピールを突然されました。なぜ？なんのため？にそんなアピ
ールをしたの？そんなもやもやが私の心に芽生えてしまい、結局何も買わずにその洋服店を後にしま
した。色合い的に上下でどのような組み合わせが良いか、サイズ感がどうかなどのアドバイスであ
れば聞きたいと思いますが、あなたが同じものを所有しているか否かは全くなんの参考にも
ならないし、むしろ、あまり人と被らないように服を選ぶ人からすると、
早くも一人被っている人が出てきてしまうことになるので、
マイナスアピールなのでは？と思ってしまいました。
２０１９年も引き続き、こんなくだらないもやもやにお付き合いくださいませ。

生活創造空間にし ＵＲＬ：http://www.souzoukuukannishi.org
【発行・印刷】生活 創造 空間 にし広報委員会 〒220-0055 横浜市西区浜松町 14-40
☎ 045-250-6506（ガッツ・びーと西） ☎ 045-250-6470（エヌ・クラップ）
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