
 「これね、孫たちが私の100 歳を祝ってプレゼント
してくれたのよ」と高田小枝さん。電子図書につい
てレクチャー開始！！「まず、このスイッチを入れて、
指でシューッとするの。文字を大きくしたい時はこう
するの。ページをめくる時はこうよ。」「この一台が
あれば、どこでも夏目漱石や東野圭吾が読めるの
よ。若い頃から漱石を全部読んでみたいと思ってい
たんだけど、これで実現出来そう！！」高田さんの
瞳は輝き、頬も桜色です。
　高田小枝さんは 14 年前から桃三ふれあいの家
に通所されていますが、今年の 5月にめでたく100
歳のお誕生日を迎えられました。その折に伺ったお
話をご紹介しましょう。
　高田さんは栃木県の足利に 7 人姉妹の長女とし
て生まれ、小さい頃から読書と編み物が大好き。
それは 100 歳になった現在まで続いています。編
図さえあれば、たいがいの物は編めるそうです
－－今までで一番うれしかった事は何ですか？
「そうねー。いろいろあるけど 2 人の子供が 2 人と
も親に心配させないで、よく勉強してくれた事が、
やっぱり一番幸せな事かしら。大変な事もいろいろ
ありましたよ。50 代の時、熱湯のお風呂に飛び込
んで大火傷。1 年入院し、整形に 5 年かかって、
奇跡的に助かりました。右手の指がくっついて不自
由だけど、自分で工夫して編み物は続けています。
腕もひきつって伸ばせなくなったので、洋服は着脱

が楽なものを自分で作っています。80 代の頃、や
さしかった夫が 8 年間寝たきりになって、看取った
時は寂しかったわ。上野の音楽学校に通っていた
弟が、学徒出陣で戦死したことは、今でも悲しい
ですよ。」
「孫が 4 人、ひ孫が 3 人、子供たちも皆優しくて、
今が一番幸せ！！ でも今が一番苦労かしら・・・。
だって長生きは幸せな事も多いけど身体がだんだん
不自由になって、100％人の世話になることでもあ
るのよ。娘が気の毒でね。娘は口調は厳しいけど、
とても親切にしてくれます。娘に自由な時間を楽し
んでほしくて、月に何日かショートステイを利用する
の。これからはこの電子図書をもって、読書三昧
ができるわ。それから俳句もゆっくり作れるしね。」
高田さんは桃三ふれあいの家で、今新しく俳句作
りにチャレンジされています。
－－長寿の秘訣は？
「特に長生きを望んできたわけではないのよ。100
歳なんて自分でもびっくり。あえて振り返ってみると
新しいことにチャレンジしてきたことかしら。ピンチ
の時に頑張ったことも結果として、新しく生き直す
ことになったかな。」ピンチが新しく生き直す力と
なったという言葉に勇気づけられます。さすがただ
者でない 100 歳！！ 高田小枝さん、これからもう
れしいことがたくさんありますように心よりお祈りい
たします。100 歳に乾杯！！

「100歳の電子図書」
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　高田さんが 100 歳を迎えられ、桃三ふれあい
の家でも 100 歳以上の方が３名になりました。
どの方もこのように年を重ねたいというお手本の
ような方々です。杉並区は都内でも１、２を争う
長寿の地域だそうです。しかし、25 年後の介護
状況は逆に最悪とか・・・。まだまだ、ももの
会のやらなくてはいけない事があると、心引き締
まる思いがあります。（理事　事務職員　宮浩子）
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ＮＰＯ法人 ももの会 理事長 大井 妙子

今年の交流のトップは2年生。七夕様の願い事を短冊に、そして色とりど
りの飾りを一緒に作りました。桃井第三小学校の先生方のご協力によ
り、例年よりも交流の多い年となりそうで、ご利用者の皆様は大喜び。
あまたの願い事が天の川に届きますように！（施設長　梅谷 則子）

東校舎にふれあいの家があるのは知っているけれど、中の様子
は知らなかった2年生。ドキドキワクワクの訪問となりました。

最初の自己紹介のときこそ緊張したものの、短冊の願いを発表し合っ
たり、一緒に七夕飾りを作ったりするうちに笑顔に。楽しい時間はあっ
という間でした。短冊に「ふれあいの家の方々が元気で長生きされます
様に」と書かれたものがありました。皆様と交流したことで、相手のこと
を思いやる気持ちを持てた子供がいることに嬉しくなった担任です。
（桃井第三小学校2年3組担任　大波 史子先生）

２年生との交流会（6/8～10）

桃井第三小学校の子どもたちとの交流

岩村秀子、西村昇、矢澤和子、夏目和英、岡本美和子、市川暢子、秋山成子、山本ふじの、市川美樹、吉井洋子、海老名剛、福士敬子、安藤久蔵、稲葉明彦、古川不尽子、仲川裕子、照澤斐子、
兵藤正英、中島篤、山中京子、町田尚子、八畠年子、朝倉清子、九岡隆之、九岡知之、山本多美子、山田雅子、小林義和、鈴木兵部、鈴木兵庫、山本和秀、大江主悦、徳田達介、加藤昌明、河周子、(株)
東京都民互助会、榊原惇子、(有)若茶園、(社福)サンフレンズ後援会、富樫豊、古谷寿美子、水島幸子、森田美智子、麻殖生素子、小林秀子、楢崎茂弥、竹花元木、松浦丹栄、関口記代子、高美代子、
小日向テイ子、舟橋拓夫、田林利勝、村田恵美、小林恭子、菊地基夫、中澤正弘、三橋寛、村山弘子、若林早苗、西村久美子、石田勧、森谷友、黒永恵美子、下島ちゑ、杉並明るい社会づくりの会、
横山和輝、佐竹公江、佐竹恒夫、井上タケノ、菅井房子、小田喜代子、平野裕二、塚本健、大谷公洋、塩沢幸子、中根千鶴、中村昌子、水村幸恵、吉田阿津子、平林啓介、平林浩介、平林優子、
熊谷フミ、森本典子、松嵜由枝、近藤昭子、橋本和子、横山徹、鈴木八重子、椎名八千代、加藤規子、竹村徹、稲垣みち、守川清子、松崎綾子、下村嘉代子、若狭纓嘉、笹村あけみ、小松淑子、市川英子、
藤田操、江波戸久美子、武田晃夫、市川八重子、小川冨美子、小川みどり、杉浦加代子、井口桂治、尾澤はる子、藤井和子、若林マスミ、牛久瑤子、岡田廣子、小笠原康裕、中原通子、近松光子、
長棟千鶴子、細野直史、林美紀子、梅谷則子、小林志緒、辻融、その他8名

Welcome!

この一台があれば
どこでも夏目漱石や
東野圭吾が読めるのよ

昨年度（2014年4月～2015年3月）、ご芳志をいただいた方々のお名前です。 ※順不同、敬称は略させていただきました

その他にもたくさんのご支援をいただきました。ありがとうございました。

初めまして。3 月末より桃三ふれあいの家で　勤務しております松尾友彦です。車を運転することが
大好きで、趣味はドライブと、かつてバンド活動もやっていたため音楽鑑賞です。あと、お酒も好きで、
地元は荻窪ですが、西荻窪には夜な夜な徘徊したりもしております。（もちろん、次の日が休みのと
きだけですが…）こんな私ですが、よろしくお願いいたします。

新しい職員の紹介

桃井第三小学校の子どもたちとの交流

介護兼運転職員　松尾 友彦



西荻・まちふれあい かがやき亭 新規事業

「集い夕どき」で開催された人気のプログラムをご紹介！

「集い夕どき」へようこそ！

　かがやき亭入り口のテーブルの、キャンドルに灯がと
もる頃、優雅な「ピアノでカラオケ」の時間が始まりま
す。ピアニストは、中込じゅんさん。桃三ふれあいの家
でも、音楽リハビリを担当していただいています。美味
しい軽食をつまみながら、しばし歓談のあと、トルコブ
ルーのテーブルクロスの向こうのピアノから「いとしの
エリー」の前奏がポロローンと♪ 生演奏で歌が歌える
とは、なんと贅沢な！今宵はほろ酔い加減の大人たち
が好きな飲み物を片手に、情熱溢れる自慢ののどを
披露。更けていく夜に楽しい歌声が響くのでした。さ
あ、次はあなたの出番です！（取材：梅谷 則子）

　5月のはじめ“集い夕どき”で映画の好きな人たちが
出合いました。映画の話ですぐに意気投合！！‘懐かし
の映画を観る会’が誕生しました。（毎月第三木曜日、
6時30分より。映画鑑賞は無料。懇親会費用1500
円。自由参加、世話人府川六幸さん）早速、観たい映
画のリストアップ。5月―「めぐり逢い」、6月―「昼下が
りの情事」、7月―ミュージカル「南太平洋」、8月―
「雨に唄えば」、9月―「略奪された花嫁」まで決定。
第一回目、かがやき亭の白い壁がスクリーンに早変わ
り。音響良し。あたかも小さな映画館です。上映後はグ
ラスを傾けながら、当時の社会情勢やそれぞれの青春
を振り返ったりの語らいで、楽しい夕どきになりまし
た。皆さんのはじける声や明るい笑顔を見ていると、青
春はまだまだ続いているようです。（取材：大井 妙子）

　大蔵雄之助さんは、西荻在住のジャーナリスト。Ｔ
ＢＳの報道局長、東洋大学教授を歴任され、駐在され
たイギリス、ロシアについての著作も多数あります（ノ
ンフィクション）。
 「大蔵雄之助さんのファンで、出演されたラジオ番
組もよく聴いていたわ！」という職員もいる中、生で
お話を聞かせていただける贅沢！ 「イギリスは4つ
の国から出来ているんですよ。だからサッカーは4
チーム出るんです。ですが、国王は一人です」など、軽
食を頂きグラスを傾けながら、次から次へとあふれ出
す面白い話に、時の経つのも忘れる夜でした。（取
材：鈴木 美穂）　　

 「深くて新しい新茶の話」第3回です。1回目は「甜茶
」、2回目は「新茶、緑茶」、そして、今回は「中国茶」
の話でした。「中国茶」というと、ウーロン茶とかジャ
スミン茶しかイメージがなかったのですが、ピンからき
りまでたくさんの種類があるとか。早速、今年の烏龍
茶を飲ませていただきました。１煎目は、甘いさわやか
な香りで色は薄いのにしっかりお茶の味が出ていて、
２煎目は少し渋みが加わりまた違う味でした。もう一
つの昨年の烏龍茶は、やはり少し濃い味で、５煎目ま
で楽しめました。渡辺さんは、月1回「茶舗あすか」で
茶塾を開いて、歴史とも深い関わりのあるお茶の話と
おいしいお茶を広める活動をしていらっしゃいます。4
回目は「冷茶」についてです。（取材：宮 浩子）

かがやき亭のプログラムの一環として、毎週木曜日と金曜日の夕どき（17時～21時）にオープンした「集い夕どき」。
地域の皆様がそれぞれに得意なこと、関心のあることを持ち寄り、伝えあい、楽しみを共有する場所です。
ボランティアなど地域デビューに関するノウハウもご一緒に学びましょう！！みなさまからの持ち込み企画も大歓迎！！
おいしい飲み物、軽食をご用意しています。

ピアノでカラオケ
演奏 /中込じゅんさん

6/12
（金）

懐かしの映画を観る会
上映作品／「昼下がりの情事」等

6/18
（木）

お話会「私の海外生活」
お話 /大蔵雄之助さん

6/19
（金）

深くておもしろい新茶の話 vol.3
お話 /茶舗あすか店主・渡辺恵子さん

6/25
（木）

桃三ふれあいの家
の行事

短い時間ではありましたが、ご家族から沢山のお話を
伺うことができました。ご自宅での様子やデイサービス
との様子の違いなど、普段知ることのできない話が多
く、とても参考になりました。ご家族同士の情報交換
や悩み相談もあり、良い家族会になりました。（介護
職員　南宮 恵美子）

家族会【4月18日（土）、19日（日）】
今年は、例年開催していたコンサートから少し趣向を
変えて、９０歳以上の方の作品展「百花繚乱展」や「杉
並かるた大会」を行いました。お天気に恵まれたので、
わたあめやバザーにもたくさんのお客さんが来てくださ
り、わずかではありますが、今年も東日本大震災の義
援金を送ることができました。（副施設長　青津努）

ハロー西荻【5月24日（日）】
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この一台があれば
どこでも夏目漱石や
東野圭吾が読めるのよ

昨年度（2014年4月～2015年3月）、ご芳志をいただいた方々のお名前です。 ※順不同、敬称は略させていただきました

その他にもたくさんのご支援をいただきました。ありがとうございました。

初めまして。3 月末より桃三ふれあいの家で　勤務しております松尾友彦です。車を運転することが
大好きで、趣味はドライブと、かつてバンド活動もやっていたため音楽鑑賞です。あと、お酒も好きで、
地元は荻窪ですが、西荻窪には夜な夜な徘徊したりもしております。（もちろん、次の日が休みのと
きだけですが…）こんな私ですが、よろしくお願いいたします。

新しい職員の紹介

桃井第三小学校の子どもたちとの交流

介護兼運転職員　松尾 友彦
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かがやき亭開業が 2010 年 7月、今月で丸 5年になります。

空店舗探しから始まって、スタッフ探し、ランチ、お弁当、生きがい活動、

地域の幅広い活動への参加などなど。前例のない試みは

NPO法人ももの会が掲げる「住み慣れた街で安心して暮らし続けるために、

地域に福祉のネットワークを作る」という目標を具体化する過程であり、現在進行形です。

6年目に当たり、夕暮れ時に気軽に話題を交歓できる場所として「集い夕どき」を始めました。

「つながり意識」がもっと日常で感じられように、みなさまといっしょに

いろいろな「つながり」を創っていく場にしていただきたいと、願っています。

西荻・まちふれあい かがやき亭通信
2015年 夏季号

西荻・まちふれあい かがやき亭
〒167-0042 杉並区西荻北4-4-4 三益ビル1F
TEL/FAX：03-5303-5085

かがやき亭ご案内

● ランチと喫茶
月～金曜日　11:30～16:００
（ランチラストオーダー14:00）
● 午後のお楽しみタイム
月～金曜日　13:30～15:30
月：囲碁、火：絵手紙、第三水：書道、木：うた、金：手芸
● いきがい活動
【健康麻雀】第４土曜日、第２又は第３土曜日
10:00～16:00（要予約）
● 集い夕どき
毎週木・金曜日　17：00～20：00
● 土曜ランチ
土曜日　11:30～16:00（要予約の場合あり）
● 個別配達弁当
月～金曜日　16:00～18:００（地域に限定あり）
●ホール貸出し
空いている時間帯を使用できます。詳細はかがやき亭まで

テーマは美味しくて身体が喜ぶ

BK交番
至新宿至吉祥寺

セブン
イレブン

カラオケカラオケ

JR西荻窪
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至
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梅
街
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桃三小
桃三ふれあいの家

桃三小
桃三ふれあいの家

▶ ご案内とお誘い 

定番メニューに登場。
コラーゲンたっぷり、辛
さも選べます。サラダ、デ
ザート付

午後のお楽しみタイムはボランティア講師のみなさんを
中心とした定期的な活動により生活の一部になりつつあります。

※ 月～金は予約不要、いつでも歓迎です。詳細は裏面ご案内に。

有段者から初心者まで、数組の
対局が始まるとランチタイムの
賑やかさが遠のき、静かなゆっ
たりとした時間が流れます。

毎回 20 名を超える参加で、季
節感あふれる作品が生まれてい
ます。この日は職場体験の荻窪
中学 2年生がいっしょに。

楷書、草 書、かな、普段書に
親しむ機会のない生活で、月 1
回の教室は心静かに集中する素
敵 な時間です。

懐かしい叙情歌から最近のヒッ
ト曲（といっても昭和）まで、
曲に思いを込めて気持ち良く
歌っています。

好きなものを自分のペースで。
今はサマ―セーター作りがブー
ム、次は古布で袋もの作り、口
のほうも忙しいホットタイムです。

参加者が増えて、6 月から月 1
回土曜日にも開催。手づくり弁
当とお茶お菓子付きです。一日
ゆっくりお楽しみください。

18日 （土）、26日 （日）
8日 （土）、23日 （日）
19日 （土）、27日 （日）
10日 （土）、25日 （日）
7日 （土）、22日 （日）
12日 （土）、20日 （日）

7月
8月
9月
10月
11月
12月

※お問い合わせ、詳細はかがやき亭へ

川瀬由紀子 ピアノコンサート

木曜日のうたのボランティア講師・川瀬さんのコンサー
ト。クラシックからジャズまで拡がる「心の風景5」

8月1日（土）14 時開演
かがやき亭
当日／ 3,000 円、前売り／ 2,500 円

日時
場所
料金

8/1

かがやき亭 ウクレレ教室 始めます

初心者コースです。参加者募集中！
見学、体験歓迎！ 楽器はお貸しいたします。

毎月第 1、3火曜日　18 時 30 分～ 20 時
かがやき亭
4500 円 /月　（毎回飲み物付き）
ハワイアンバンド“カパリリ” の
メンバーウクレレとボーカル

日時
場所
料金
講師

定期
開催

和 (なごみ ) の会 雑学講座へのお誘い

午後のひととき、懐かしい映画やポスターで見る昭
和の世相、スケッチで見る世界の歴史や美術史など
･･･皆さんで一緒に学びましょう。

毎月第 4水曜日　14 時～ 15 時 30 分
（初回は8月26日）
かがやき亭
500 円 / 回
芳野健二さん（各地の雑学大学講師などで活躍中）

日時

場所
料金
講師

定期
開催

● 牛筋カレー　600円

手作りケーキに飲物それ
ぞれこだわりでつなが
る。コーヒーはアロマフ
レッシュ（安藤久蔵さん
の店）の豆。紅茶は途上
国の女性の自立支援す
るPARCICのスリランカ・
ウバ茶。いずれもフェア
トレード。

杉並もったいない倶楽部の
手作りマーマレードは区内の
庭や寺社になった新鮮な夏
ミカンを使っています。
（販売中）

● シフォンケーキセット　450円

トッピングは「もったいないマーマレード」

【雀の会・今後の予定】

店長　福田恭子

つながって5周年

囲碁月 絵手紙火 書道水

うた木 手芸金 健康麻雀（雀の会）土・日

新メニュー

Ｈ氏からの
水草とめだか



だ
より

かがやき亭開業が 2010 年 7月、今月で丸 5年になります。

空店舗探しから始まって、スタッフ探し、ランチ、お弁当、生きがい活動、

地域の幅広い活動への参加などなど。前例のない試みは

NPO法人ももの会が掲げる「住み慣れた街で安心して暮らし続けるために、

地域に福祉のネットワークを作る」という目標を具体化する過程であり、現在進行形です。

6年目に当たり、夕暮れ時に気軽に話題を交歓できる場所として「集い夕どき」を始めました。

「つながり意識」がもっと日常で感じられように、みなさまといっしょに

いろいろな「つながり」を創っていく場にしていただきたいと、願っています。

西荻・まちふれあい かがやき亭通信
2015年 夏季号

西荻・まちふれあい かがやき亭
〒167-0042 杉並区西荻北4-4-4 三益ビル1F
TEL/FAX：03-5303-5085

かがやき亭ご案内

● ランチと喫茶
月～金曜日　11:30～16:００
（ランチラストオーダー14:00）
● 午後のお楽しみタイム
月～金曜日　13:30～15:30
月：囲碁、火：絵手紙、第三水：書道、木：うた、金：手芸
● いきがい活動
【健康麻雀】第４土曜日、第２又は第３土曜日
10:00～16:00（要予約）
● 集い夕どき
毎週木・金曜日　17：00～20：00
● 土曜ランチ
土曜日　11:30～16:00（要予約の場合あり）
● 個別配達弁当
月～金曜日　16:00～18:００（地域に限定あり）
●ホール貸出し
空いている時間帯を使用できます。詳細はかがやき亭まで

テーマは美味しくて身体が喜ぶ

BK交番
至新宿至吉祥寺

セブン
イレブン

カラオケカラオケ

JR西荻窪

交番

至
青
梅
街
道

N

桃三小
桃三ふれあいの家

桃三小
桃三ふれあいの家

▶ ご案内とお誘い 

定番メニューに登場。
コラーゲンたっぷり、辛
さも選べます。サラダ、デ
ザート付

午後のお楽しみタイムはボランティア講師のみなさんを
中心とした定期的な活動により生活の一部になりつつあります。

※ 月～金は予約不要、いつでも歓迎です。詳細は裏面ご案内に。

有段者から初心者まで、数組の
対局が始まるとランチタイムの
賑やかさが遠のき、静かなゆっ
たりとした時間が流れます。

毎回 20 名を超える参加で、季
節感あふれる作品が生まれてい
ます。この日は職場体験の荻窪
中学 2年生がいっしょに。

楷書、草 書、かな、普段書に
親しむ機会のない生活で、月 1
回の教室は心静かに集中する素
敵 な時間です。

懐かしい叙情歌から最近のヒッ
ト曲（といっても昭和）まで、
曲に思いを込めて気持ち良く
歌っています。

好きなものを自分のペースで。
今はサマ―セーター作りがブー
ム、次は古布で袋もの作り、口
のほうも忙しいホットタイムです。

参加者が増えて、6 月から月 1
回土曜日にも開催。手づくり弁
当とお茶お菓子付きです。一日
ゆっくりお楽しみください。

18日 （土）、26日 （日）
8日 （土）、23日 （日）
19日 （土）、27日 （日）
10日 （土）、25日 （日）
7日 （土）、22日 （日）
12日 （土）、20日 （日）

7月
8月
9月
10月
11月
12月

※お問い合わせ、詳細はかがやき亭へ

川瀬由紀子 ピアノコンサート

木曜日のうたのボランティア講師・川瀬さんのコンサー
ト。クラシックからジャズまで拡がる「心の風景5」

8月1日（土）14 時開演
かがやき亭
当日／ 3,000 円、前売り／ 2,500 円

日時
場所
料金

8/1

かがやき亭 ウクレレ教室 始めます

初心者コースです。参加者募集中！
見学、体験歓迎！ 楽器はお貸しいたします。

毎月第 1、3火曜日　18 時 30 分～ 20 時
かがやき亭
4500 円 /月　（毎回飲み物付き）
ハワイアンバンド“カパリリ” の
メンバーウクレレとボーカル

日時
場所
料金
講師

定期
開催

和 (なごみ ) の会 雑学講座へのお誘い

午後のひととき、懐かしい映画やポスターで見る昭
和の世相、スケッチで見る世界の歴史や美術史など
･･･皆さんで一緒に学びましょう。

毎月第 4水曜日　14 時～ 15 時 30 分
（初回は8月26日）
かがやき亭
500 円 / 回
芳野健二さん（各地の雑学大学講師などで活躍中）

日時

場所
料金
講師

定期
開催

● 牛筋カレー　600円

手作りケーキに飲物それ
ぞれこだわりでつなが
る。コーヒーはアロマフ
レッシュ（安藤久蔵さん
の店）の豆。紅茶は途上
国の女性の自立支援す
るPARCICのスリランカ・
ウバ茶。いずれもフェア
トレード。

杉並もったいない倶楽部の
手作りマーマレードは区内の
庭や寺社になった新鮮な夏
ミカンを使っています。
（販売中）

● シフォンケーキセット　450円

トッピングは「もったいないマーマレード」

【雀の会・今後の予定】

店長　福田恭子

つながって5周年

囲碁月 絵手紙火 書道水

うた木 手芸金 健康麻雀（雀の会）土・日

新メニュー

Ｈ氏からの
水草とめだか


