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おや圭だ

おとしよりを前に､元気に合唱する小山田小五年生の児童たち(ぴあ小山田ホールで)

みんなで支え合って

私たち小山田地区社会福祉協議会'生活福
祉部は､部員三十名です｡

年間行事　(十一月二十三日)　に　｢ふれあい

フェスティバル｣　という一大イベントがあります｡

ふれあいフェスティバルでは'小山田地

区に住んで居られる一人暮らし老人､障害者
(児)　施設入居者の人たちを招き'小山田記

念温泉病院のぴあホールを借りて､大正琴､新舞踊'ギター演奏'小･中学生らの合唱などを行っています｡今年度は南警察署の方に'振り込め詐欺防止啓発のDVDと講話などを聞かせてもらいました｡食事やゲームを行い､みんなで楽しい一日を過しました｡

毎年恒例になりまして､このふれあいフェ

スティバルを楽しみに待って居られる方々が増えて参りました｡その方々の期待に応えられるよう､これからも私たち部員全員が1丸となって続けて行きたいと思います｡

生活福祉部長　黒田　隆治

編集発行　小山田地区社会福祉協議会.文化広報部



写真の恩師　寛先生

鹿間町　萩　伸元

すぼらしい恩師に出会えた人たちは､人生を心豊かに歩んでいます｡

感恩虐布-
恩師は人それぞれに一生涯の｢心の宝｣として永久に忘れることはないでしょう｡

今は遠いむかし｡三鈴中学校に教

育熱心でハンサムな須藤寛先生=山田町･健在=に写真を初めて教えてもらった尊敬する恩師です｡

三年生の春｡二眼レフのリコーフ

レックスを"気軽に写しては"と私物を貸してくださったのが'のめり込む第一歩になりました｡

カメラは用務員室の矢田のおばさ

んに預かってもらい'昼休みや放課後に友だちや校内を写しました｡カメラは裕福ではないわが家では高根の花でした｡就職し､初めての給料で同じカメラを求め'両手にずっしりとした重量感に歓喜しました｡

自宅に暗室を造り'すでに趣味を
通りこしていました｡

中央緑地公園広場を埋めた三酒

地区労の統Tメーデー=安藤正義議長･鹿間町=の写真コンテストでは､力作がひしめく応募から運よく推薦となり'今も忘れることができませ

ん｡

古稀となり'写真を心から愛し'

撮ることを楽しみ'生きがいを植え付けてくださいました｡写真を通してより多くの感動に出会えたことに感謝しっつ益々元気で長生きをお祈りするこのごろです｡

｢いつも､笑顔で-｣

山田町　平尾　充子

教訓に生かされて

美里町　福田　みえ

･171川'

初めて使ったカメラ

戦前戦後開拓して美里町が生ま

れ､当時は道らしき道もない点々とした家を廻って'健康や'悩み'病人の話相手となって'指導下さった保健婦さんが､開拓婦人部の総会での時の言葉｡｢皆さん手を見てください｡五本の
指は'小さいのもあれば､太いのもあり'ふぞろいな型をしていますが､それが一つの手となって役立っています｡人の粋を大切に輪の心を持ってください｡｣

その言葉を聞いて自分の心に光

りがさした様に明るく感じ元気をもらった様な気がして'脳裏に焼きついて忘れる事はありません｡生きる支えになり有難く感謝しています｡

今から四十年前'高校三年'就職

活動が始まり'面接試験の前に'担任の先生に'｢お前は'いつも苦虫をかんだような顔をしている｡そんな顔では'何処を受けても採用してもらえないぞ｣　と言われました｡それまで'勉強やクラスの中がうまくいかないのは'自分の責任であるかのように暗くて､こわい顔をしていたんだと思います｡先生は｢いつも'笑顔で'物事に当るように｣と言われました｡お陰様で'希望先に就職出来'担任の先生に大変喜んでもらいました｡校長先生にも'｢おめでとう'頑張れよ｣　と激励をいただきました｡

今でも'担任の先生の　｢いつも笑

顔で｣　のことばを､時々思い返して､自分に言い聞かせています｡



ヽ､'

もう一人の　｢お母さん｣

鹿間町　岸本　美香

今から〇十年前､進学と同時に

入った寮で'二年間たいへんお世話になった寮母さんです｡

小柄なとても穏やかな方で'いつ

も白いかっぽう着姿で寮内をまわられていました｡親元を離れて間もない一年生の頃には'特に気をつけて声をかけてくださるやさしい方でした｡

でも'身だしなみ'言葉遣い､生

活態度にはとても厳しい方で'よく注意されたのを覚えています｡その頃は少し窮屈に感じることもありましたが'教えていただいたことは'今の生活の中でとても役立っているように思います｡

その後'定年で退寮され'数年前

には亡くなられたと聞きました｡

忘れられない'もう一人の　『お母

さん』　です｡

再　会

交流を大切に

山田町　中村　賓

六名町　森田　みえ

桜も綻び始めた春は､楽しく､又
優しい先生とお別れと淋しい時が過ぎます｡老いた私にもそんな時が有ったのだと､今更の様に思い出され'孫の成長を喜んで振り返る今日この頃です｡小学校で教わったK子先生に'十年ほど前'突然お目にかかり'本当に夢の様な束の間の喜びが授かり感激を忘れません｡以後年賀状もいただき'私を心配して下さって'何とも幸せ者です｡

今日'元気に暮らせて'生かせて

もらえる喜びを先生が教えて下さったのです｡先生は広島県の教会でお世話と御奉仕をお元気でされて見えます｡今日も一目感謝の心を忘れず'
｢先生がお手本です｣　先生ありがと

うございました｡いつまでもお元気

･でお過ごし下さい｡

誰でも恩師はいると思う｡

私も少年時代に厳しく時には優しく教えていただいた先生がいます｡

覚えの悪い私に　｢勉強はできな

くてもいい-･人との交流　(接点)　を大切にして'自分のだせる能力を知り'必要とされるならそれにこたえろ!｣　とよく言われたことを教訓にして今小山田に四日市に又鈴鹿にといろんな会にださせてもらってます｡

長い年月がたった今でも先生か

ら'指導'助言'援助-をして頂き私を盛りあげて頂き'先生と一緒に活動できることが私の誇りです｡

もっともっと綴りたいのですが紙

面が限られているLt　自分の胸にしまっておきたい部分があるので'先生が言ってくれてた言葉だけ書きました｡

恩師とは'いくつになっても'頼

れる人であり'ささえてくれる人である-｡
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ニュースポーツ
講習会

写真の焼増しを希望される方は団体事務局まで連絡してください｡

TEL 059-328-3320



おめでとうございます◇永年勤続市長表彰
〔自治会長〕

清水　正氏　(十年･山田町)

′ヽ-i

Lil J

∫rlH

1十て-ミr-i叫転ニ

佐野　聖司氏　(五年･美里町)

キ

◇市長'南警察署長表彰
〔防犯活動〕

萩　伸元氏　(鹿間町)

◇市長感謝状
〔消防団退職者〕

平尾　善広氏　(山田町)

◇体育協会長表彰
須藤　成則氏　(十年･山田町)

◇青少年健全育成表彰
長田　里美氏　(山田町)

哀J　-薗　Jqそ,i･



遠い道

山田町　清水　延和

頭の体操も兼ねて'月に'二冊ほ

どのクイズ誌を解いている｡クイズは好きだLt　テレビでもいろんなクイズ番組をやっているので'できるだけ見るように心掛けている｡

私の場合参加型というか'例えば

イ　(二ンベン)　の漢字をできるだけたくさん書けという問題が出たとすると'広告の裏紙へゲストと競争して書いてみる｡たまには勝つこともあって'そんなときは'とても嬉しい｡

ところではじめに　｢兼ねて｣　と書

いたのは'頭の体操もさることながら'それぞれの問題に付けられている賞金や賞品を手に入れたいからなのだが'これがなかなか当たらない｡

クイズ誌を買うと､当選者が発表

されているページを開き'自分の名前が見付けられなくてがっかりし､それから気を取り直し'クイズを解きにかかるというパターンを繰り返すことがほとんどである｡

ところが'ところがである｡ある

時壱万円の賞金が当たったことがある｡出版社から現金書留が届いたとき大急ぎで　(別段急がなくても良いのだが)'封を切ってみたら手の切れるような福沢諭吉が　｢よオ｡久し振りだな｣｡嬉しいというのは'あの時の気持ちをいうのだと思う｡

それはそれとして､この諭吉をど

うするかである｡いつものように'いつの間にかなくなってしまうのではどう仕様もないと考えて､私は｢一穫千金｣　を狙ってみようと'折から売り出されていたジャンボ宝くじを買ったのだが･･･｡当選番号発表の日'諭吉はあぶくのように消え'あとには僅かばかりのコインが'仕舞い忘れた風鈴のように間の抜けた音を立てていた｡

それから後も'私はせっせとクイ

ズ誌を解いている｡なにしろ頭の体操という大義名分があるのだし'確立は限りなく　｢零｣　に近いが､夢のような大金を手にするかも知れないからである｡

私も老いた｡しかし諦めることな

く､この道を歩いてみようと思っている｡

生きがい

小山町　北尾　喜子

高齢者社会と言われているこの

頃ですが'ハッと気が付いてみれば

日本は世界一の長寿国になっています｡

小山田地区でも七十歳以上の方は

一〇〇九人みえます｡人生五十年が
今では八十年以上の時代に突入しています｡現実には簡単に片付けられない問題がたくさんあります｡それには家族の温かい愛情で手を差しのべる事が出来ればいいなと思っています｡

生きると言う事は他人と生活する
事です｡高齢者にとっては家庭の締､日頃から声をかけてもらったり優しい言葉は何よりの贈物ではないでしょうか｡そうできれば良いと思っています｡

そんな中'女性部の役員のみなさ

んには'何時でも地域のためにご協力して頂いています｡これからも健康な体に感謝しながら'女性部組織に参加し'多くの人とお付き合いすることを大切にしていきたいと思っています｡

西山町体操クラブ

｢はればれクラブ｣

松野　照美

きっかけは､昨年度の地区広報

二十八号の表紙でした｡鹿間町の皆さんの楽しそうな様子を拝見して､
｢西山町でもやりたい｡｣　という声が上がり'地区社協のふれあいいききサロン事業として昨年五月に発足し

ました｡

市の健康企画課のスタッフの指導

で'日常の運動不足を補い'スタッフのユーモアある話に笑い'ときには､出されるクイズに頭をひねったりと'楽しいひとときを過しています｡

地域の人と会い､おしゃべりをLt

体を動かし'笑いあい'心身をリラックスさせることが健康維持につながると思います｡また健康であることが'より豊かな世代間交流を育むのではないでしょうか｡

これからも自治会や老人会の後援
を力に　｢はればれクラブ｣　を継続していきたいと思っています｡



言ってみよう-愛の言葉

｢いけないよ-｣　と

保護司　戸田　峰夫

｢社会を明るくする運動｣　月間を
今年も七月に推進する為に水沢･小山田地区保護司のよびかけで'地域住民の人たちと犯罪･非行防止のための意見を交換する地域交流会が'西陵中学校で開催されました｡

津保護観察所四日市駐在官の大石
弘幸保護観察官による'今回改正の少年法について'講演｡瀬川薬物乱用防止指導員より'

｢寂しさを紛らすために'薬に手を
出す人がいるQ　地域でl人にさせないことが大切だ｣｢覚せい剤･麻薬乱用の恐ろしさを

理解し'みんなで乱用を防止しよう｣と訴えた｡

をした折､すごく喜んでいただき'仕事の結果が直に伝わり'人と触れ合う良い仕事だなと感じ'今に至っています｡

また私の友人が所用で小山田にき
たとき'車を降りて歩いていると'畑仕事の方が､見知らぬ自分に　｢こんにちは｣　とあいさつしてくれたそうです｡私が小山田で仕事をしていると知っていたので彼女は　｢いい地域やね｣　と話してくれました｡小山田の自然を良い形で残しっつ､みんなが快適に楽しく過ごせるようにお手伝いできたらな'と思っています｡

宮川医療少年院視察

六名町　田中　夏奈子

一月三十日に宮川医療少年院を
視察させていただきました｡この施設は東海北陸近畿の各家庭裁判所から'少年院送致決定を受けた十二歳以上二十歳未満の知的障害や発達障害の少年が社会復帰の為'入所しています｡

少年院では'一つの事に集中して

根気や忍耐力を養う為'陶芸科では花瓶や置物を作り'園芸科では土をならして花を栽培し'木彫科では彫刻刀で作品を作っていました｡先生方の御指導のもと'一つの事を一生懸命している姿を見て'胸があつくなりました｡毎日勉強や運動をし､基本的な生活習慣を身につけ､社会適応訓練を行っています｡

私は少年達が訓練を終えて､親の

保護のもと'一目も早く社会復帰に向けてがんばってほしいと強く感じました｡

地域マネージャー

清水　桑f

私は､地域補助として'現在は地

域マネージャーとして小山田地区の地域活動業務に携わっています｡過去の仕事経験といえばほとんど経理畑で'数字ばかりをみてきたようなものだったので'当初はとまどうことが多く皆様に迷惑をかけたのではと思います｡

以前A町で昔懐かしいビデオ上映

親子で人権について考えよう-

山門町　中村　舞花

親子で人権について考えよう!
～ひとむすびさんによる布芝居～

私は'人権講座に行きました｡

早くはじまらないかなと思っていました｡はじまったときは'わくわくしていました｡

初めて見る大きな布芝居の横で
手話をしていて'ぜんぜんわからないことぽっかりでした｡私は､手話の先生になりたいのでもっと勉強したほうがいいなと思いました｡講座が終わってから手話の先生に　｢大きな古時計｣　を教えてもらいました｡すごくいい勉強になりました｡

また'よかったら手話教室をひ

らいてはしいなと思いました｡ほんとに楽しかったです｡私も手話の先生になれるようにがんばりたいです｡
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ホーム.(-ジその後

運営委員会　山家多善男

昨年夏に開設して半年が経過しましたが､地区の
皆さんの感想はいかがでしょうか｡

事務局への応答では'それなりに評価されていま

すが､アクセスが少ないのが残念です｡まだ見られていない方は､『おやまだ7』　と入力すると'ヤフーのトップに表示されますので'ぜひ活用されますようお願いします｡

最近は小山田地区でも､インターネットやメール

の利用者が増えていますので'地区の現況や歴史等を紹介すると共に､各種情報を正確に･迅速に発信することにより､地域の活性化の一翼を担いたいと思っています｡

また'地区の皆さんからの楽しい話題や､建設的

な提言等を交換する　『談話室』も設置しておりますので､気軽に話題提供をお願いいたします｡
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のどを競う(ぴあホールで)

温泉まつりカラオケ大会
第23回小山田温泉まつりの

カラオケ大会は､近郊から51

名が自慢ののどを競い､大盛

況でした｡

盛況のいも煮会
小山田小学校では､おじいさんら

を招いて､いも煮会を開きました｡

毎年､さつまいもを栽培､収穫し

たいもを使い､運動場で全校生と

会食｡孫の手料理は格別おいしい

と感激されました｡

全校生と一緒に会食

地区の人　口　(平成21年1月現在)

町名 ��)���B�人口 剄㈹v 
男 傚r�

山田町 (老人施設を含む) 都C��760 涛C��1,709 

鹿間町 �3�R�412 鼎#��840 

西山町 �##��328 �3Cr�675 

小山町 ��s��266 �#S��517 

堂ケ山町 ��3r�220 �#C2�463 

和無田町 �����178 ���"�360 

内山町 鉄��86 涛B�180 

六名町 鉄B�86 塔��166 

美里町 鉄B�77 塔��158 

合計 ��ﾃピB�2,413 ��"ﾃcSR�5,068 
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あやまだクイズ　チやしン=)!

①特集｢恩師｣
山田町Hさんの担任の先生の言
葉｢いつも○○で｣
○○に入る言葉を漢字二文字で
答えて下さい｡

(参小山田広場
｢遠い道｣賞金に載っている人

物の名前は?

(卦今年度開設したホームページ
何と入力するとヤフーのトップ
に表示される?

白紙に､住所･氏名･答えを記入
し､センター入口に設置してある応
募箱に入れて下さい｡

☆締め切り　　4月24日(金)

☆正解者の中から抽選で10名の方
に賞品が当ります｡

☆当選者は賞品の発送をもってお知らせ
します｡

●●●●●●●●●●▲●●●▲●●●●●●●●●…ぁとがき…●●●●●●●●●●●●●●●一●●●●･●●●

地域の行事も無事終了させて頂き'皆
様のご理解'ご協力に感謝するとともに､心より厚くお礼申し上げます｡

また､地区広報紙の発行にあたり､た

くさんの原稿を頂き､ありがとうございました｡

今後とも'地域社会づくりの輪を広げ､

さらなる発展にご協力くださいますよう'よろしくお願い致します｡

文化広報部長　北尾　喜子


