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日頃は、ＮＰＯ法人鶴ヶ島なごみをご支援いただきありがとうご
ざいます。心よりお礼を申し上げます。
この度、代表理事を仰せつかりました藤岡と申します。
木口前代表理事が築いてこられた「なごみ」を継承するに当たり、
誠に不慣れではございますがどうぞよろしくお願い申し上げます。
「困った時はお互いさま！」と、活動を続けてきた鶴ヶ島なごみ
も、早 13 年目を迎えます。
振り返りますと、この 12 年の間に地域は変化し、高齢の方が急
速に増加する中、「助け合い・支え合い」組織が必要となってきま
した。
「誰もが尊厳をもって生きていかれる地域をつくること」を目指し、地域の支援ネットワーク
と市民の方々とが連携していくことも大切になってきています。
奇しくも 12 年前、「なごみ」はこのことを「団体の目的」に掲げました。設立にあたり、メン
バーの思いすべてを落とし込んだ結果、出来上がった「目的」は非常に抽象的であると当時は思
いましたが、今まさに時代はここに来ているということを実感しています。
「なごみ」の会員は、地域の支援ネットワークの一員であり、地域の課題を目の当たりにして
いる生活者であり、自らサービスを利用しながら日々の暮らしを継続している住民でもあります。
近年は特に、バブル崩壊後の経済社会を知る方々が「なごみ」の活動に参加しはじめています。
また、昨年の 3.11 東日本大震災を経験した中で、私たちは様々な事を感じ、これからの日本のあ
り方や自らの生き方を真剣に考えたはずです。新たな視点の創出による活動のスタイルが期待で
きます。
現在「なごみ」の事業は 5 つ（自立支援、介護予防、子育て支援、ＩＴ、調査交流）あります。
拠点である事務所の家賃他管理的な費用の負担は年間 200 万円ほどですが、皆様からのご寄付、
年会費、各事業を利用していただいての利用料等で、これらを賄っています。しかし何より「な
ごみ」の事業推進の大きな原動力は、有償・無償のボランティアスタッフの活動であることが特
徴です。スタッフは、それぞれが忙しい生活の中で時間をやりくりしながら、
「なごみ」というＮ
ＰＯの一員として社会貢献活動を継続しています。
私はそのことに深い感銘を受けることがしばしばあります。それは「自分の家族以外の方々の
普段の幸せな暮らしの実現」のためのとても地味な貢献活動なのです。今後に向けてもスタッフ
の方々の協力は不可欠です。さらに多くの方々の活動への参加を歓迎します。
最後になりましたが、「鶴ヶ島なごみ」は、今年度も皆で力を合わせて事業を推進してまいり
ます。300 人を超える会員の皆様、そして地域の皆々さま、どうぞ更なるご支援を賜りますよ
うよろしくお願い申し上げます。
藤岡

利子

平成２４年度（第１１回）定期総会の報告

（総会：木口前代表による報告事項説明）

特定非営利活動法人鶴ヶ島なごみの第十期定期総会が、
平成２４年６月１６日（土）午後１時３０分より、富士見公民館
の集会室において開催されました。
総会では、休日にも拘わらず滝嶋副市長を始め、成瀬社会福祉
協議会会長のご臨席を賜り、丁重なるご挨拶を頂きました。
総会成立により、下記の事項が上程および報告され、審議事項は
満場一致で可決承認され、報告事項では詳細に亘って説明され、
異議なく了承されました。また、役員選任（10 名）の件も全員異議なく可決承認され、午後 2 時 30 分に
第 11 回定期総会は終了しました。その後、恒例の「交換会」が開催され盛会に終了しました。
（１）審議事項

①平成 23 年度事業報告の承認

②平成 23 年度会計歳入歳出決算の承認

③平成 24 年度役員改選の承認
（２）報告事項

①平成 24 年度事業計画

②平成 24 年度収支予算

※新理事（担当事業）及び監事は次の方々です。（敬称略）
●代表理事：藤岡
●副代表理事：田中
●理

事：木口
御澤

利子
光子（介護・自立）

眞理子（子育て・事務局）

事：田村

繁次（自立）
高比良玲子（自立）

雅江（子育て・調査交流（西公民館）

（北公民館））
●監

郡司

幸子

海野

昌彦（子育て・ＩＴ・調査交流

清水 幸雄（自立・調査交流（富士見地区支え合い＆公民館））
白谷 玲子

新役員紹介とごあいさつ（１）
副代表理事

副代表理事

田中

郡司

光子

繁次

創立から 12 年、平成 24 年度第 11 期定期総会に

入会は平成２１年９月、早 3 年目を迎えるも自立

おいて、ＮＰＯ法人鶴ヶ島なごみの木口眞理子代表理

支援事業の後方支援役として貢献できただろうか。

事から、藤岡利子さんに新代表理事が引き継がれまし

また、広報担当者として事務局や関係機関との情

た。木口前代表理事のときには、事務所の移転その他

報を会員と共有できるような活動をしてきただろう

大きな出来事が重なり、本当に大変だったと思いま

か・・と、何時も気にして今日に至っています。

す。おかげで新しい事務所も少しずつ富士見地区に定
着してきました。
7 年前の藤岡利子代表理事のときから、本格的に取
り組んできた「ＮＰＯ法人鶴ヶ島なごみ」の各事業も、
これからは益々発展していくことでしょう。
その中において、私も副代表として微力ではありま

24 年度では、先の総会において副代表という大
役を仰せつかり、引き続き自立支援事業スタッフと
して纏めていくことになりました。
さて、昨今の地域社会における福祉活動は、ＮＰ
Ｏを始め、ボランテイア団体や各種法人、自治会、
支え合い協議会等々で独自若しくは連携等によって

すが、介護予防事業「なごみ館」を始め、自立支援事

行われています。もし、私見が許されるのであれば、

業に関わるスタッフの一員として頑張ってまいりま

福祉事業の活動分野は今少しの整理（仕分け）と統

す。それにしても、「継続は力なり」を強く感じる昨

廃合を行うことで充実した支援体制造りへの再構築

今です。

をした方がベターと思うのだが・・・・

新役員紹介とご挨拶（２）
理
木口

事

理

眞理子

御澤

事
雅江

代表理事として 2 年間、会員の皆様のご協力をいた

NPO 法人鶴ヶ島なごみに関わってから、早 10

だきながら努めてまいりました。この間、事務所の移

年が過ぎましたが、ここ 2，3 年は子育て事業

転や運営の見直し等もあり、鶴ヶ島なごみにとって一

では、お子様を預かる一時預かりや合同保育(ほ

つの転機の時期であったかと感じております。今年度

っとミルク)、鶴ヶ島市からの委託事業の西つど

は一理事として「なごみ」の運営に携わることとなり

いの広場「ぽけっと」等、0 才児～3 才までの

ましたが、今後益々地域に根ざした活動を展開してゆ

母親との集いを通して、微力ながら子育てに悩

くことを目標し、私にできることを果たすと共に、新

んでおられるおかあさん方の相談役になればと

たな方々との出会いに期待しております。

思っています。

初めまして、ＩＴ事業を担当するこ

理

とになりました海野と申します。老

事

高比良玲子

人福祉センター「逆木荘」ではＩＴ
（インターネット）サロンのサポー
ターがパソコンの疑問に答えてお
りますが、初心者の方でも気軽に立
理
海野

地域においては、いろんな形でボランテイア活
動をされている方を沢山拝見しています。

事

寄って頂きたいと思います。ＩＴを

昌彦

通して生活をエンジョイして頂け

ンテイア活動を始めて２０年余となりましたが、

れば幸いと思います。私は、なごみ

最近では、これは自分のためなのか？誰のためな

事業の一部しか分かりませんが、自

のか？と自問自答して考え込むことも多々あり

分が動く事で先輩達の手助けと成

ましたが、今では人とひととの繋がりを通して自

りえると信じ、努力して行きたいと

己の喜びを感じ、他にできる喜びに感謝したい気

思っております。

持ちで一杯です。

理
清水

私も自分にできることからをモットーにボラ

事

監

幸雄

白谷

事
玲子

今年から新たに就任しましたので、十分なお手伝いが出

冷たい雨の中、青紫に咲く大好きな“あじさい”の

来るか不安もありますが、皆様のご協力をいただきなが

花。○○十年前の雨の日に結婚して、今はもうシルバ

ら、運営のお手伝い・地域社会へ貢献が出来きるよう努

ーの年齢・・・？？？？歳！

力してゆきます。

初めまして！この度”なごみ”の仲間入りをさせて

また、担当の調査交流事業では、 公民館まつりや地域

頂きました白谷と申します。この歳にして、全てに“若

の行事など、積極的に参加し、地域との絆を一層高める

葉マーク”つきです。自分の体調管理で精一杯なのに、

よう活動してゆきます。

果して人様の手助けができるかどうか不安で一杯。

加えて、本年新たに取り組むことになった「富士見地区

でもやるからにはいつも笑顔で明るくに、を心が

支え合い協議会」では、本部の一員とはいえ、「なごみ

け、和やかさ親しさを感じてもらえる “なごみ” の

代表者」として更に連携を強化し、地域福祉に貢献、且

一員でありたいです。よろしくお願い致します。

つ成果あるものとしてゆく所存です。

にこにこハウス・元気（介護予防支援事業）

木口

眞理子さん

いつまでも住み慣れた地域で元気に暮らしてゆくための社会資源の一つとして、週一回のサロンをご利用
いただけることを願いつつ活動に取り組んでおります。手作りの昼食の提供や軽体操、手芸等スタッフの経
験や趣味を活動に活かしながら利用者の方に楽しんで頂いています。また、地域ボランティアの方に協力し
ていただく機会も貴重なひと時であり、今後も連携を広げてゆきたいと考えております。一人でも多くの方
のご利用をお待ちしています。
移送支援・運行管理業務担当（自立支援事業）

櫻井 恵子さん

今年 3 月末、市内の「レスパイトサービス登録団体」の 1 つが解散しました。そして、4 月から「なごみ」の
移送の相談業務が多忙となり、当会に入会される方も日を経る毎に増して移送サービスの件数も右肩上がり。
レスパイトサービスも高玲化社会（23 年度の鶴ヶ島市では１８．３％が高齢者）となり、要介護者の移送（生
活支援サービス）も増加しています。今後も、
「安全で、安心して利用できるなごみ」であり続けられますよう、
他業種の方とも連携しながらスタッフ一同、取り組んで行きます。

●『ぽけっと・つどいの広場』

便り！

梶田

ヒサエさん

「西つどいの広場」では、ママ同士がインターネットで情報を交換し、
グループでお出かけしたり育児の経験を話しあったりしています。幼稚
園や保育園の前段階での集団行動による練習に、とても良いとの評価を
頂いています。私たちスタッフは、コーヒータイム、牛乳パックの椅子
づくり、手芸の広場、折り紙、童謡、造形広場、育児相談等々の活動を
行っていますが、これからも、お母さん方が楽しく、子供たちが元気で
遊べるように心配りをして“ガンバッテ”まいります。
「つどい」スタッフの美人ママたち？！

※「わいわい

七夕飾作りに懸命なお嬢さん達？

否！！マジメな

おかあさんたちです。

ちびっこ」からお知らせ・・・

この活動は、7 年前から若葉ウオークの市
民活動センターで毎月第三土曜日に開催して
います。買い物にきているお母さんと子供た
ちが立ち寄り、折り紙やお絵かきを楽しんで
頂いています。中には、ポケットで会ったお

本保

母さん達も来ていただいていますが、短時間

浩美さん

の中で、イキイキと遊びに夢中になる場所で ありますが、子育て
情報を提供・共有する場所にもなっており、 都度の出会いを楽し
みにしています。
●なごみ館：「北・西公民館合同を西公民館にて」開催のご案内
※８月２７日（月）：「盆踊り」

※９月１７日（月）：「運動会」

※10 月 22 日（月）：「食事会」（12 時から）

※11 月 26 日（月）：「演芸館」

※12 月 17 日（月）：「クリスマス会」（13 時から）。

（田中光子・梶田ヒサエ）

残暑お見舞い申し上げます。

※編集後記；

今年も編集者を募集したところ、何方も？立候補なし！

またひとつ年を重ね、先見性のない企画力

で皆さんに楽しんでもらおうと、今から期日を気にしながら来春号を目指しています。
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