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「中の会、みんなで楽しく助け合い」 2022年9月25日

スケジュール

１０月 １１月 １２月 中の会カレンダー
10月 1日(土) 9:00 資源物回収 中防災センター

10月 6日(木) 10:00 おしゃべり会 昭和記念公園 国立駅下りホーム

コスモス観賞 お弁当持参 エレベーター前集合

10月23日(日) 9:00 大学通り清掃 ガスト南集合

11月 5日(土) 9:00 資源物回収 中防災センター

11月10日(木) 10:30 おしゃべり会「体にやさしい生姜」 中防災センター

講師 指田千歳様 参加費300円

11月12日(土) 10:00 防災訓練 中防災センター

13:00 中の会理事会 中防災センター

11月27日(日) 9:00 大学通り清掃 ガスト南集合

12月 3日(土) 9:00 資源物回収 中防災センター

12月 8日(木) 13:30 おしゃべり会「ネクタイの再利用」 中防災センター

講師 吉田サヨ子様 参加費300円

12月25日(日) 9:00 大学通り清掃 ガスト南集合

3年ぶりに、 11月12日 令和四年度 防災訓練を実施します。

是非、ご参集ください。 場所は、中防災センターです。

詳しくは、別紙の案内チラシを参照ください。

自主防災部

長谷川祐正さん

さる6月30日の国立会中の会総代会におきまして役員の新体制が承認されました。木島常明理事

の後任として、私、長谷川祐正（理事）が書記・総務の任に就くことになりました。もとより浅学

非才の身でありますが、会の発展のため、責務を全うしてまいる所存です。この夏は何日も高温注

意報や熱中症警戒アラートが気象庁から発表されました。新型コロナの感染もおさまらず、ややも

すると気分も落ち込みがちになります。私は、こんなことに負けてはならない、と毎朝自分を励ま

しています。人類は感染症との戦いに勝ってきたからこそ今があります。困難に負けずに先輩諸氏

は頑張り負けなかったのです。 だから私も目前の様々な課題を必ず乗り越えて行くぞと自分に言

い聞かせています。どうか中の会の会員の皆様、ご家族を大切にされ、無事故・健康で、いきいき

とした毎日をお過ごしください。

北澤典子さん

初めまして。この度会計をやらせて頂くことになった北澤典子と申します。私は9年前に国立に

引っ越してきましたが、あまり近隣の方も知らなく、皆さんの中でも同じ思いの方がいるかと存じ

ます。中の会で老若男女の広い年齢層の方が気楽にイベント参加できて、一緒に楽しみ、そして、

お互いが助け合える会に今まで以上になっていけたらいいなぁと思っています。

分からないことばかりでご迷惑をお掛けしてしまうことも多々あると思いますが、一生懸命頑張

りますので、どうぞよろしくお願い致します。

新・総務・会計担当紹介

国立会中の会会報：第３６号
発行責任者：国立会中の会
会長 市川美智
連絡先 長谷川
042-576-9359
hh904545@yahoo.co.jp
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「中の会、みんなで楽しく助け合い」

日時：令和４年7月17日（日）10時

場所：中地域防災センター 出席者11名 議題は次の通りです。
1. 新理事の北澤典子さんから新任の挨拶があった。

2. 導入予定の、中の会活動時の保険について、坂本理事から説明がなされ、賠償責任保険も付ける

下記内容で承認された。日新火災海上保険、契約期間は2022年8月1日午前0時から1年間。

保険料29500円。

・「レクリエーション傷害保険」死亡・後遺障害1000万円、入院金額（1日につき）5000円、

通院金額（1日につき）3000円、「賠償責任保険」身体500万円、財物500万円、1事故1億円

3. 資源物回収の状況が各理事から報告があり、運搬車と担当者を再検討した。

各部門報告
・企画事業係：おしゃべり会は10月から曜日等にこだわらず実施する。

・会計:会費の徴収はほぼ終了。（369人）講師 吉田サヨ子様

日時：令和４年9月11日（日）10時

場所：中地域防災センター 出席者13名 議題は次の通りです。
1. 中地域自主防災部の活動（案）、防災訓練11月12日実施について種々検討した。

2. 理事会の会場、開催日時について種々検討し、中１丁目集会所の利用状況を調査することになった。

3. 中の会会員名簿の発行について種々検討した。今回は発行しない、地区委員には担当する会員の名

簿を配布する、総務担当理事が会員名簿をファイルでデータ管理することになった。

各部門報告
・企画事業係：秋のバスツアーは実施しない、新年会は次回の理事会で検討。

・安全サポート係：資源物回収日の雨天体制について検討。

・広報係：10～12月の中の会カレンダーの確認。（中２丁目 長谷川祐正）

新入会員紹介 たくさんの笑顔が溢れます

中1丁目 石原 園子さん、 仁科 慎治さん

中2丁目 ﾉｰﾗｯﾄ かのこさん、伊藤 久子さん、萩原 美智子さん、

松浦 麻衣さん、 鈴木 明さん、 今井 一裕さん

中3丁目 大塚 靖子さん

東2丁目 加藤 喜久江さん

編集後記 今回から新しい会報作成プログラムを使用しました。不慣れな点はありますが、見易く、
分かり易い会報つくりを目指します。 (R K)

見て楽しい！読んで夢の膨らむ会報誌を目指します。 この秋は、人、物、季節の変化を楽しみたいです。（S.I）

理事会報告

World Cleanup Day参加
中の会は昨年9月、大学通りを清掃しWorld Cleanup Dayに参加しました。

去年は世界196か国中191か国が参加したとのことです。この運動の発祥の地

はバルト3国の一つエストニアです。エストニア公使が１１歳のお嬢さんと一緒に

9月17日国立市を訪問し、市民と一緒に清掃をしました。この運動の紹介者、

中の会会員の小出聡さんは、World Cleanup Day JAPANの理事をしているの

で、今回エストニアと国立市の交流が実現しました。 （中3丁目 三好紀子） （ エストニア公使 アルゴ カングロさん）

なお、大学通り美化清掃に参加された人数は次の通りです。

8月までの掃除人数

（小野泰央）

4月24日 15名、5月22日 16名、

6月26日 19名 、7月24日 17名、

8月28日 14名

環境美化係
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「ハッピーTEAセミナー」を受講して

初夏の日差しが強くなってきた6月10日（金）の午後のひととき、国立会中の会主催に

よる「ハッピーTEAセミナー」が中防災センターで開かれました。参加者は21名。お茶を

いただく雰囲気にぴったりのテーブルクロスのかけられた机に5名ずつ座り、会釈を交わ

しました。

講師はロチャンティージャパン社の指田千歳女史（国立市富士見台在住）、紺色のお

召し物がお似合いで素敵でいらっしゃいました。

まず、モナコ国王に嫁がれた元女優のグレース・ケリーの豪華な紅茶用食器などの写

真を拝見して、楽しい雰囲気になりました。ウェルカムティーを一杯いただき、いよいよおいしい紅茶の入れ方

を教えていただきます。一人当たり2.5ｇの茶葉を測り、完全に沸騰したお湯を高い位置からティーポットに注ぎ

ます。お湯を注ぐと茶葉のダンス（ジャンピング）が始まりました。なるほど、ポットの底は丸味のある方が良いと

いう意味が分かりました。香り高いお茶に添えられたのは、風味豊かなバターショートクッキーで、２杯目の紅茶

をおいしく味わいました。最後に、講師の指田さんが前日に古川家庭

ばら園で摘んできた真っ赤なバラ（花名：ミスターリンカーン）の花びら

ジャムをいただきながら、向暑にむけてのアイスティーの作り方も教え

ていただきました。

コーヒーが飲めない私には紅茶は欠かせない愉しみの一つです。

今日のセミナーでの教えを忘れないで、これからもずっと紅茶を愛し

てまいりましょう。 （中2丁目 丘 惠）

在宅高齢者のための日常支援対策について(市役所「わくわく塾」)

開催日時・場所:8月12日(金)14時~ 中地域防災センター 参加者: 15名

講師:国立市健康福祉部高齢者支援課長 馬塲 一嘉 氏

同課地域包括支援センター主査 古田 陽子 氏

在宅高齢者支援について国立市ではかなり広範囲に態勢を整えていると感じた。「困ったときはまず『地域

包括支援センター』に相談しよう」とのことで、支援センターに相談すれば介護保険を含めた包括的なことにつ

いて幅広くアドバイスを頂けるようで安心した。ただ、実際に必要な段階になってみると理屈通りには進まない

のが世の常、いわゆる「お役所」的な障害もあろうし、個人のそのときの健康状態によっても変わってくる、如何

に上手に適応していけるかと言うことになるのだろう。

いま高齢者支援で一番問題になっているのが独居高齢者だ。地域でさりげない見守りを進めていくために

「高齢者見守りネットワーク」も始動している。これは組織を通じての見守りが主体のようだが、「シニアカッレジ

研修」「認知症サポーター養成講座」などは広く個人にサポーター役を広げていく体制の一助にも成る。国立

は終末期患者の自宅療養についても、その道の権威新田先生の指導の下か

なり進んだ体制を整えていると言われている。まず「どのような状況の時にどこに

連絡を執れば良いか」だけは個人個人はっきりと記憶しておくべきことと思う。勿

論そのような事態にならないことを願いつつも。日頃その機能を全く使いこなし

ていないスマホをうまく活用してこの問題をより適切に処置できるよう、もう一度ご

指導いただけるとありがたい。 （中1丁目 木島常明）

北遊歩道を歩く

９月９日（金）国立北プラザから、元鉄道線路が美しい緑道

に生まれ変わった遊歩道を国立市、

国分寺市、立川市 の表示を縫って

歩きました。

（中３丁目 三好紀子）

企画事業係
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くにたち朝顔市、ボランティアで協力
コロナで間が空いていたくにたち朝顔市（第34回）が、7月2日（土）、3日（日）に、大

学通りの通称“イベント広場”で開催されました。くにたち朝顔市実行委員会からの要

望もあり、今年度から、中の会からも7人の会員が協力して販売に当たりました。

予約販売もありましたが、2年ぶりの対面販売が中心で、販売開始の7時過ぎには長

い行列ができるほどでした。「くにたち朝顔市」がすっかり国立の風物詩の1つになっていることを

実感し、それが中の会が行う掃除区間で実施されていることを見て、

中の会の毎月の恒例作業の大切さを改めて確認しました。

テレビ朝日が前日朝のグッド/モーニングで紹介してくれたことも

あって、埼玉県越谷市から来てくださった方もおられ、テレビの持

つ影響力の強さに驚きました。（中２丁目 古川紀子）

くにたち朝顔市

家族の多くがコロナ感染、あっと言う間に

家内と私、３人の娘たちの家族は、隣合わせに住居を構え、総勢１５人。4月に２歳前の

孫が新型コロナウイルスを発症、あっという間に感染が拡り、生後3週間の孫も感染、１５人

中９人が感染。幸い全て軽症で、全員回復。しかし、感染力の凄まじさを痛感、第六波。

その後、４月に感染しなかった二人が、7月に感染、第七波。病院も予約できず、発熱外来難民状態。

開院前に私が並び、発症三日後二人がやっと受診、感染は、野球チームの食事会への参加が発端、参加

者の多くも発症、幸い軽症ですむ。

未だ感染は収まらない、日々の感染予防策（手洗い、マスクなど）が継続必要、皆さま、‘油断なき

ように’、自分への戒めの言葉でもある。 （R.K）

コラム

資源物回収活動の状況
皆様、資源物回収の活動に参加頂きありがとうございます。ダンボール等を出してくれる方、回収に奔走して

くれる方など、皆様のおかげで回収量も増え、活動は盛況を呈しています。併せて、活動に参加される方も増え

てきています。

自治会活動にはなかなか参加しづらいと思っている方も「資源物回収活動」は気楽に参加できます。少量の資

源物でも、玄関前に出しておいて頂ければ回収します。中の会の活動もちょっと身近になりますよ。

資源物回収日の前にはチラシを配布しますので是非ご

連絡ください。

連絡先：古川℡080（5033）8225、

加藤℡080(5177)7366、

田代 ℡070(9004)3997

安全サポート係

考えてみよう！ 右の図は、各国の廃棄物処理とリサイ

クルのグラフです。日本はというと、みんなごみの分別

収集には頑張っているのにリサイクルはほぼ最下位で

す。どういうことでしょうか？（中2丁目 田代正人）


