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～働く親のサポート～
中間学童保育所の春休み。通常お弁当を持参するのですが、食育の一環で学童保育所で
つくった豚汁とフルーツヨーグルトをみんなで楽しく食べました。
おいしさと楽しさが何倍にもなり、おかわりの行列ができていました。
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支える人 支えられる人 の想い

特集

― それぞれの立場から ―

この中間市では平成 30 年２月末現在で人口に対する高齢者 (65 歳以上 ) の割合、高齢化率が
36.51％と増加の一途をたどっています。社会全体でも増えてきているのが、高齢者夫婦世帯での老
老介護や親を介護しつつ、子育ても同時進行で行っている、ダブルケア。それに伴ってニュースでは、
介護疲れによる痛ましい事件も耳にするようになりました。支える側も支えられる側もそれぞれにそ
の時その時でいろんな想いや葛藤を抱えながら日々を過ごしておられるのだと思います。今回は「支
える人」と「支えられる人」それぞれの立場での想いを、つづっていただきました。
その姿は５年後 10 年後のあなたかもしれないから・・・知ってほしいのです。

支える人

夫の介護を続けてこられた方 69歳女性

５年前、主人が「手がしびれる」というのがきっ
かけで、整形外科・脳外科と受診し「軽い認知症」
と診断されました。主人は自分が「認知症」だとい
うのを認めたくなかったのでしょう。仕事を続けてい
ましたが、支障をきたすようになり、仕事ができな
くなりました。そのことを私は、後に知ることとなっ
たのです。
主人は、私のパートの送迎をしてくれていましたが、
迎えの時間に来れなくなったりして、
「用事ができた
から」といい、いつも口げんかの有様でした。ある
時は、目的地に着けなかったり、家に戻ってこれな
かったりということが重なり、家族で話し合い、運転
を止めるように促しました。主人に今の状況や状態を
話しても分かってもらえず、
「お前たちが勝手なことを
しやがってっ！」と激怒する毎日。そんな様子を見る
につけ、主人がかわいそうでしたが、運転を止めてか
らは、私の帰りを心待ちにし、家事を手伝ってくれる
ようになりました。私自身、とても助かり、感謝して
いたのですが、認知症が進行したせいか、段々と接し
方・関わり方が分からなくなり、言い争いが増え、お
互いにストレスになっていきました。近所の方の勧め
でデイサービスに通うようになり、私も気持ちがゆっ
たりとなり、喜んでいましたが、デイサービスから帰っ

支えられる人

てくると、徘徊するようになりました。よその家に上
り込んだり、チャイムを鳴らしたり、郵便物を持ち帰っ
たり、私にも手をあげることもありました。四六時中
の見守りが必要となり、心身共に疲れ果て、憎しみさ
え覚えるようになりました。主人の動向にびくびくし
ながら、私は言葉を選びながら、カッとしないよう
穏やかに接していましたが、私の言い方が悪かったの
ではないかと、日々悩み、きつかったです。温厚な性
格の主人でしたが、
「病気だからだ」と自分に言い聞
かせて、接していましたが、毎日が悲しかった。
ケアマネージャーさんに相談し、現在は施設でお世
話になっています。私が施設に顔を出すと、
「ここは
広くていい」と施設内を歩き回っています。また私が
来るのも楽しみにしてくれ、穏やかに過ごせているよ
うです。
私にできることは、一喜一憂せず、その時の状態
で相談すること。ベストを尽くそうと思っています。
また、私が健康で笑顔でいること、楽しみや喜びを
もって過ごすこと、つまりポジティブでいるというこ
とだと思っています。みなさんに伝えたいことは、
「一
人で頑張らなくてもいい」ということです。相談して、
たくさんの方々のお世話になっていいということで
す。皆様に「感謝」です。

PLS（原発性側索硬化症）の方

おちみず ようすけ

「

北九州市在住

ご家族は？
奥さまと５歳と９歳の子ども２人

落水 洋介さん（35 歳）
PLS（原発性側索硬化症）
ってどんな病気？
100 万人に１人の確率で発症する
国指定の難病で、下肢のツッパリ感
や歩行障害を自覚症状として発病し
ます。その後、徐々に上肢の症状、しゃ
べりにくい、飲み込みづらいなどの症
状へと進みます。残念ながら、病気
の進行を止めたり、治癒させるよう
な治療は見つかっていません。

中間市在住

趣味は？
晩酌。病気になる前もなってからも、
大好きです。
自分が思うチャームポイントは？
くしゃくしゃ笑顔
サッカー選手になりた
かったけど、今は別の
夢があるんです。

普段の生活は？
普段は車いすで過ごしています。いろ
んなことにチャレンジして、失敗しながら、
毎日を楽しんで過ごしています。

共同募金は、この広報紙発行にも役立てられております。
」
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① PLS 診断による葛藤や
病気を受け入れるまで
近い将来寝たきりになるんだと知った
ら、あなたならどう思うでしょうか？受け入
れられるわけがありません。最悪な未来を
一生懸命想像して、自分の心を自分で傷つ
ける日々が始まりました。かゆいところが
あっても身体が全く動かないので、かくこ
とができない。しゃべることもできないの
で、人も呼べずただ我慢するしかない。意
識ははっきりしているのにトイレに行くこと
も自分ではできない。そんな未来をイメー
ジしながら毎日「死にたい死にたい」と考
える日々でした。
そんな僕がどう変化したのかというと、本や映画
や SNS などに大きな力をもらいました。映画や偉人
の言葉ももちろんですが、SNS などで僕よりも状況
が苦しい中でも、前向きに明るく・楽しく生きている
人がいることを知りました。
『寝たきりの未来は暗い』
というのは、自分が勝手に作った固定概念だったん
だと知りました。そして無条件に僕を応援してくれる
仲間がいることを知りました。仲間を増やそうと素
直に思えました。そこから僕は寝たきりの明るい未
来へのスタートを切ることができました。

② 家族への想い
介護をしてもらわないといけな
い、家族に迷惑をかける、身体的
な迷惑だけでなく精神的な迷惑を
かけながら、生きるしかばねの様
に生きながらえる。早く死にたい！
こんなことを毎日考えていました。
でも現実があります。家族の生活
はどうなるのか？お金を残さないと
いけない。死ぬに死ねない。でも
寝たきりになってできる仕事なんて
ない。抜け出すことのできない迷
路に迷い込んでいました。
今は僕が病気ながらも活躍することで、家族が心
配しなくていい状況を作りたいと思っています。家族
に介護をしてもらわない生活も、工夫すればできる
と思います。
「家族が支えないといけない」という事
ではないと思いますし、僕は家族に介護をしてもらう
ことが自分の心の負担になるので、みんながハッピー
でいられる選択をしようと思っています。
そして家族、妻や子どもがいるから、収入をしっか
り得て安定した生活を、自分の手でつかみ取りたいと
いう励みにもなっています。

③ 様々なことを乗り越えて
仕事と言えるものは今はまだありません。恥ずかしながら無職です。ただ、寝たきりになってもできる仕事を
たくさん作って、その仕事で沢山の「ありがとう」をもらいながら楽しく生きることが僕の夢ですので、そのた
めに今活動しています。
中間では「ふれあいキッチンなかま食堂」というこども食堂の運営に携わっています。現在所属している、キャ
リア教育研究会では、中間南中学校で「夢授業」を開催させていただきましたし、そのご縁で生徒の皆さんに
講演もさせていただきました。他には、熊本復興支援で、ヘアケア商品を開発したり、電子書籍を発売しての
支援を行ったりもしています。
今はボランティア活動がほとんどですが、今の活動が、そして出会いやご縁が、未来の僕の仕事にもつながっ
ていくんじゃないかと考えています。

「夢授業」の一環で、落水さんによる講演が
中間南中学校で行われました！
中間南中学校の先生方が以前、落水さんの講演を聞いておられ、ぜ
ひ子どもたちにも「落水さんの話を聞いてもらいたい」という思いと、
子どもたちの「将来の夢」への動機づけにもなればと、企画されました。
落水さんの講演と様々な種類のキラキラした大人、職業人によるキャリ
ア教育の抱き合わせで、
「夢授業」が実現したのです。
落水さんは、冒頭、自分が病気によって、どんなふうになっていくか
を説明をして、
「僕のこと『かわいそうだな～』って思った人いる？」と
生徒に投げかけ、
「ぜ～んぜん違います。僕
は今が一番幸せだって心から思ってるんで
す。
」と続けられました。そこから生徒はぐっと引き込まれていったのです。
ひとつひとつの「ありがとう」を積み重ねて、ポジティブの練習を続けてきた
ことや、自分の目の前で起こることは自分の捉え方次第でどうにでも変えられ
ること、チャレンジすることを恐れず、失敗したとしても、次にどうしてなのか
考えればいいということ、人の挑戦を笑うやつは「ダサイ」ということなど、魂
にひびく、宝のことだまをプレゼントされた素敵な講演となりました。
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生徒の感想文から（一部抜粋）
落水さんの話を聞いていると、自分は本当になさけないな
と思います。テストの点が取れなかったり、友達との関係で
落ち込みます。でも今日話を聞いて、過去はかわらない。だ
から前を向いて進もうと思います。そして自分をもっと成長
させていきます。落水さんのように私にも“夢”があります。
それは、小学校の先生です。先生になって子どもたちにいろ
んな事を伝えていきたいです。笑顔が大切だってことも、人
間は楽しいから笑うんではなく、笑うから楽しんです。と聞
いたことがあります。だからこれから、つらい事があっても、
困難な事があっても、笑顔でいようと思います。そしてこの
笑顔でいろんな人を元気付けられる人になっていきたいです。

一番印象に残ったこと、それは、
「今が
一番幸せ」といったことです。僕は大きな
重い病気にかかったことがまだありません。
だから、今普通のように会話できること、
あたり前のように生活できていることに、
何も思っていませんでした。でもそれは違う
んだということを今日気づかされました。
落水さんの笑いはとても素敵でした。僕
は落水さんのような病気になったことがな
いからその気持ちを完璧に知ることはでき
ません。でも難病と闘いながら、生きる落
水さんの姿を見て、とても元気をもらいま
した。将来苦しいことがあっても、
「前向き
は技術です」という言葉を思い出して、い

私は、落水さんの講演を聞いて、今私たちがあたりまえの
ように生活していること、それが本当はあたりまえではない

つか落水さんのような、とっても明るい笑
顔をしたいと思います !!

ことを改めて感じました。だからこそ、そのあたりまえに感
謝していきたいです。失敗したことをどうとらえるかは人次第
で、そのとらえ方次第で人生が大きく変わるんだなと思いま
した。
「ポジティブは技術」という言葉を聞いて、誰でもポ
ジティブになれるんだと新しい発見もありました。でもその
言葉が出るまでに色々な苦労があったはずです。
私もネガティ
ブなところがあります。失敗して落ち込んでしまいます。でも
見方を変えれば「失敗は挑戦した証」だと思えることに気付
きました。ポジティブになるのかネガティブになるのか決め
るのは自分です。何事にも挑戦し、失敗を恐れず、笑顔を
忘れないようにします！そしてあたりまえに感謝して、日々生
活していこうと思います。

この他にも、生徒のみ なさんは、自分
のことに置き換えたりして、感想文を書か
れていました。全てを紹介できないのは残
念ですが、多くの生徒さんが、このことを
後輩にも伝えていきたいと書いてくれてい
たことが、印象に
残っています。
後 輩 だけ で な
く、家族や近所の
おじさんおばさん
にも伝えてほしい
と思います。

支える人も支えられ、支えられる人も支えている お互いに大切な存在。
その関係は家族間だけで成り立つものではなく、地域・社会もその支えになり得ると思うのです。
今回ご紹介した方々の想いがすべてではありません。しかしながら、おふた方の想いと重なるところ
があったのではないかと思います。そして今は当事者でもなく、支える側でもない方は、いつかそんな
日が来るかもしれません。そして今、あなたの身近にそんな方々がいらっしゃるかもしれません。お手
伝いはできなくても、理解すること、そして何かの時には支えになってあげられる、ご近所さんになっ
てあげられたら・・・支える人も支えられる人もこんなに心強いことはありませんよね。
大人も子どもも関係なく、改めて自分の心を見つめなおすきっかけにしていただけたらと思います。

社会福祉協議会では

在宅介護者のつどい

を開催しています！

どうぞ活用してください ○自分だけじゃない。同じ思いの方がいらっしゃいます。
○時にはリフレッシュも大切です。
○勉強会も予定しています。
○高齢者だけでなく障がいのある方の介護をされている方もいらっしゃいます。

初めての方も
お気軽に♥

年４回の開催日時等は「なかまの風だより」にてお知らせします。

「

共同募金は、この広報紙発行にも役立てられております。
」
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知ってるようで意外と知らない？ 車いす

のこと

「車いす」の開閉から乗り降り、移動時に気をつけたいポイントなど
開き方

この方に
伺いました！

① 肘置き部分をもって座
面を少し開いて、端に
手を置きます。

福祉用具専門相談員
植田 洋一 さん

閉じ方
車いすの横に立ち、座
面部分を上に持ち上げ
ます。

② 座面の端を上から下に
②
押し込みます。手が挟
まらないように気をつ
けましょう。

気をつけるポイント
乗降時

ブレーキ

フットレスト

①

① ブレーキがしっかりか
かっているか？
② 座面はきちんと開いて
いるか？
③ フットレストはあがっ
ているか？
ティッピングレバー

図１：坂道の下り方

移動時
① 肘置きより外側に手や洋服
は出ていないかのチェック。
② 急な坂をおりる時は、後ろ
向きで（図１）
③ ちょっとした段差はティッ
ピングレバーを使って、て
この原理で。
（図２）

図２：段差の上り方

介助される方は、乗る方の気持ちになって
みてください。歩行者には何でもない坂でも
車いすだと怖い思いをすることもあるんです。
ブレーキをかける時、段差や坂道、でこぼ
こ道など、様々な場面で声かけが大切になり
ます。
車いすを購入したりレンタルしたりする際、
いちばん大事になるのは、今の身体の状態に
合ったものを選ぶということです。

車いす選びの専門家
宮下 諒大 さん

車 い す は 介 護 度「 要 介 護 ２」
か ら レ ン タ ル が 可 能 で す が、
介護度が低い方でも必要性が
高い場合には、市やケアマネー
ジャー等にご相談ください。

※レンタル中の方やご自分
の車いすがある方は、使
用前にタイヤの空気圧を
確認しておくことで、パ
ンクなどのトラブルを防
ぐことができます。

社会福祉協議会では車いすを貸し出しています!

無料

中間市在住の方（個人）を対象に、短期間（最大３ヶ月）
の貸し出しを行っています。
例えば… ＊ケガ等で通院時、使用したい。
＊自分の車いすが届くまでの間、借りたい。
＊旅行や外出時、長時間の歩行が困難なので利用したい。 など
台数に限りがあるため、貸し出しできない場合はご了承ください。
また、必要書類等もあるため、ご希望の方は、まずご連絡ください。
☎ 244 － 1230（橋本）
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共同募金へのご協力ありがとうございました！

「

共同募金は、この広報紙発行にも役立てられております。
」
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なかまの風だより タイトル協力者のご紹介
●底井野小学校 新６年生のみんな

こと

の
中間市

か

く

加來

のぞむ

望 くん

いけがみ

そ ら

と

この３名に
インタビュー
してみました！

やすだ はやと

池上 宙良 くん

福祉のこ

安田 隼人 くん

底井野や中間市のことはすきですか？

今後、どんなまちになってほしいですか？

間髪入れずに「好きー！」と返事がありました。
どんなところがすきですか？
生き物がたくさんいるところや楽しいイベントが
たくさんある！

今のままであってほしい。自然がたくさんあるま
ち。
これまで学校でどんな福祉の勉強をしました
か？
障がい者のこと。ユニバーサルデザインのこと。

具体的には？

障がい者について具体的には？

カスミサンショウウオやヒキガエル
イベントは遠賀川流域の調査

工夫されたり、道具を作ったりして生活されて
いること。
（視覚障がいの方との交流）

変ってほしいところはありますか？
工事を減らしてほしい。森林をもっと増やしてほ
しい。
ず～っと中間市で暮らしたいですか？
はい。都会は息苦しそうで、うるさそう！

今後は、福祉についてどんなことをやってみ
たいですか？
バリアフリーやユニバーサルデザインについて実
際に調べてみたい。

「まちづくり」や「地域福祉」を考える時、
「どんなまちであってほしいか？」という理想を掲げるこ
とからはじまるのではないかと思うのです。その理想を基に、課題は何か？どこから取り組むのか？そ
ういったことをコツコツと積み上げていくものだと思います。今回のインタビューは、その小さな一歩
になってくれたらと思っています。
私のまちだからもっと良くするために、大人も子どもも一緒になって『できることをする』そんなひ
とつひとつの小さな輪が広がっていったら♡、そんな素敵なまち中間にしたいですね。

●ほのぼのファクトリーファームのみなさん（中間市中央５丁目）
※４月１日より中間福祉作業所ほのぼのから改名されました！

今回タイトルの「風」の文字に 春 のイメージで
はり絵をお願いしました！

他にも
が
「風」
素敵な
♡
した
できま

「ほのぼの」では障がいのある方の就労支援を通じて、地域
生活で必要な社会性を身につけるための生活支援や様々な作
業の指導を行っています。落ち着いた雰囲気の中で、気のあっ
た仲間同士と語り合いながら、毎日を楽しく過ごすことがで
きます。

こんな就労支援を行っています！
自動車関連部品などの軽作業
贈答用のお茶箱の作成

釘のパック詰め
園芸作業

施設の清掃やベッドメイキング
7

「

共同募金は、この広報紙発行にも役立てられております。
」

資源回収

社協活動

あ ら かる と

この日の献立

２月22日
（木）食育講座
こうすればコレステロールも怖くないね♡

◆メカジキの照り焼
◆ほうれん草の簡単白和え
◆切り干し大根と油揚げの煮物
◆なめこの味噌汁 ◆ごはん
◆フルーツヨーグルト

コレステロールを抑える献立の調理実習を行いまし
た。
はじめに、コレステロールについての講話を行い、皆さん、真剣に話を聞
いている様子が伺えました。
実習では、ふだんのおかずにちょっと一工夫加え、食材の旨みや風味を引
き立て、薄味でもおいしいお料理が出来ました。
たくさんの方にご参会いただきました。ありがとうございました。

コレステロールが気になるあなたへ
肉を減らし、魚の脂に多く含まれる DHA・EPA を摂取することで
数値を減らす効果が期待できますし、体にもやさしい食事となります。

参加者にコレステロールのこと
を伺うと、
「実は私、油物が好きで、
コレステロールが高いのよ。
」や
「私、脂肪肝なの。
」と気にしている方が多くいらっしゃいました。今回の調理実習
の感想は、
「普段スーパーで購入している材料で、簡単にできたのですごく良かった。
」
や魚の種類の代用品を教えてもらえたり、
「普段の食事でコレステロールを下げられ
るのがいい。
」という声をいただきました。
次回の食育講座は 6/10 号にてご案内します。
またのご参加お待ちしております。

３月16日（金）成年後見制度啓発セミナー
不安に思っているよりも、準備しておくことで安心につながります♡
「安心を増やしたい！～任意後見制度と死後事務について～」と題して、司法書士の椛
島浩二氏を講師に迎え、講演会を開催いたしました。
今回の会場は狭かったのですが、地域の方、福祉関係の方など合せて 35 名の方にご参
加いただきました。これまでも中間市社会福祉協議会では成年後見制度に関連した講演
会を開催して参りましたが、任意後見制度について詳しく講話いただいたのは初めてのことでした。任意後
見制度とは、自身の判断能力がまだしっかりしているうちに、自分が認知症などになり判断能力が低下した
時の支援者（任意後見人）を自分で選び、その人と契約をしておくという制度です。法定後見制度と違って、
自分が依頼したいと思っている人と後見人の契約ができ、財産管理を委
ねることができるというメリットがあるとのことでした。併せて、死後
事務委任契約の説明もしていただきました。近くに親族がいない人、身
寄りのない人は自身が亡くなった後は誰がどのように自分の葬儀や埋葬
をしてくれるのだろうかと不安に思っている方もお
られるかもしれません。任意後見契約や死後事務委
任契約は自身がまだしっかりしている時から、自身
みなさん真剣です
の「安心」のために事前に契約できる制度というこ
とでした。
中間市社会福祉協議会 なかま成年後見支援センターでは、成年後見制度に関わる相談
事業も行っております。気になることがございましたら、お気軽にご相談ください。
なかま成年後見支援センター（ハピネスなかま内） ☎２４４－１３１０

「

共同募金は、この広報紙発行にも役立てられております。
」
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お 知 らせ
１人だけの金婚式
結婚後 50 年を経過し、節目となる金婚式
をご夫婦で迎えることができなかった方々
へ、長年の労をねぎらい、お気持ち程度で
はございますが、祝宴会を開催します。

平成30年５月24日(木)
11：00～14：00（受付10：30～）
なかまハーモニーホール 小ホール

ささやかながら、食事会と余興、記念品の贈呈をご準備しております。
昭和 41 年１月１日～昭和 43 年 12 月 31 日までに結婚し、引き続き現在まで中間市

対象者：にお住まいの方、並びに、これまでに開催された同式典に参加していない方。
受付期間：４月 10 日（火）～５月 11 日（金）
申 込 先：中間市社会福祉協議会 ☎２４４－１２３０

自宅で簡単ストレッチ

救命処置講習を行いました！

昨年末より寒い日が続き、布団に入っても、肩や首す
じが冷えて目が覚めたりしませんでしたか？肩こりが続
くと頭痛まで引き起こしてしまいます。
そんな時は、肩甲骨の上げ下げ体操が効果的です。

「肩こり」をなくそう！
肩を引き上げて一気に力を抜く
と血流が良くなり、肩がほぐれ
ます！ ( 緊張と脱力 )
運動指導員：廣津 秀生

社会福祉協議会で
は、ハピネスなかま
３階にトレーニング
室や入浴施設、市内
３ケ所に学童保育所
など利用者や対象者・子ども達と接するこ
とが多くあります。利用者が急に倒れたり
などの緊急時に、即座に対応ができるよう、
救命処置講習を実施しました。
心肺蘇生の練習では、空気がキッチリ入
らないと胸部が空気で膨らまないので、繰
り返し何度も、膨らみを確認しながら行い
ました。また AED（自
動体外式除細動器）
の使い方や救急隊に
引継ぐまでのひと通
りの流れを勉強しま
※ハピネスなかま
した。
３階受付横に設置
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「

肩上げ体操
①両足を肩幅に広げ、両
腕は力を抜いて両肩を
ゆっくりと上がるとこ
ろまで引き上げます。
①

②一瞬止めてから一気に
ストーンと力を抜きま
す。
②

③一度に 10 ～ 20 回連続で行ってください。緊張と脱
力の繰り返しにより、肩や背中が温かくなってきます。

☆身体が温かくなるということは、力が抜けた瞬間に毛
細血管が開いて血行が良くなります。血行が良くなれ
ば筋肉も緩み、肩こりもなくなっていきます。
※痛みの強い方は無理をせず主治医にご相談ください。

共同募金は、この広報紙発行にも役立てられております。
」

寄 付 の お 礼

年 月

日～ 月

日受付分）

つ ぎ の 方 が た か ら、 社 会 福 祉 協 議
会 に ご 寄 付 を い た だ き ま し た。 厚 く
お礼申 し 上 げ ま す 。
（平成

香典返し
お詫び

様
様（蓮花寺）

様
様（扇ヶ浦二丁目）

様
様（中鶴一丁目）

先月号に掲載予定のはずが、掲載漏れがあり、大
変申し訳ありませんでした。お詫び申し上げます。

良子
篤
敏彦
順次
恒代 様
マサ子 様（中央一丁目）

香典返し寄付金・篤志寄付金は中間市社
会福祉協議会で受付しておりますので、よ
ろしくお願い致します。

中間市社会福祉協議会
中間市通谷一丁目 番 号
電話０９３ ２４４ １２３０

1日㈫

塚本
故 塚本

妻鳥
故 妻鳥

岡田
故 岡田

佐々木加代子 様
故 佐々木晴一 様（中尾二丁目）

様
様（太賀二丁目）

3日㈫
14：30～15：30

由紀子 様
澄子 様（ 扇ヶ浦二丁目）

津田
次
津田 貢

補聴器相談

10：00～12：00

久保
故 久保

故

イク子 様
茂征 様（上底井野）

10

20日㈰

週ごとに担当業者
が変わります。

15日㈰

36

身体障がい者福祉相談
交通事故相談

16

その一言で
救われるのです
❶

そんなことが
つづいていた。

好物をつくって
も「今いら
んっ」と。

脳梗塞後、半身まひとなった
夫を介護して３年。
もともと温厚な
夫だけれど、
苛立ちを見せる
ことが増えていた。

❷
背中が
かゆいと…
手伝うも
「そこじゃ
ないっ！」

ある日食事を
片づけようと、

❸

その場を
あとにしたら、
主人が
ぽつりと

❹

思わず涙があふれ、
とまりませんでした。
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共同募金は、この広報紙発行にも役立てられております。
」

「

−

9日㈬

受付は15時まで
―
10：00～16：00

−
18日㈮
12日㈯

行政相談

3

喜六 様
アヅマ 様（垣生）

19日㈭
13：00～16：00

20

三角 嘉則 様
故 三角 美智子 様（上底井野）

原田
故 原田
石井
故 石井

ふつうのくらしなんでも相談

18日㈮ ※要予約
1人20分まで
受付は
未定
15時30分まで
7日㈯ 20日㈮
26日㈭

12日㈯
24日㈭

心配ごと相談

15：00～17：00

20日㈮
7日㈯
15：00～17：00

備考
４月

2

祐

５月
部屋は受付にて
ご確認ください

30

安達 直見
故 稲田 寅之

住民の皆様からご寄付いただきました。心より厚くお礼申し上げます。

ハピネスなかま 専門相談のお知らせ 平成30年４月～５月

※心配ごと相談は予約が必要です。電話ではお受けできませんので来所にて申し込みを行ってください。

松っつんのひとり言

タイトル協力をいただいた底井野小学校新 6 年生。その素直さに感動すら覚えたインタビューとな
りました。
成長するにつけ、やりたいことや“夢”に向かって、地元を巣立っていくのかもしれませんが、で
きれば大人になっても中間に戻ってきてほしい、そしていつまでも地元 LOVE のその心を忘れずにい
てほしいと切に願う松っつんなのでした。

