
安全確保のためのお願い

学校長演田哲也

今年で24年目を迎える新謡見小学校は。地域の

皆様にも気軽に学校に足を運んで頂けるように、とても

麗放的なデザインになっています,日常の学校教育活動

の他にも、コミユニティハウスの講座や学校開放、キッ

ズクラブ、文化祭や地域防災の拠点として「地域ととも

にある学校」として皆様に袈し或れていると感じており

或す。一方、石川県の小学校で拳銃を所持した不審者が

侵入した発砲裏件が発生しました。学校長としては児童

の安全はもとより、本校をご利用いただくすぺての皆様

の安全を考えて次のように対磨をさせて疑ただき或す。
まずは正門の脇から自由に入ることが出来ないように

生垣で校内を闘じ談す。侶月中)また今後正門に電気

錠を設鐙して、校内に入る際にはそれを押してぃただく
形にさせていただきたいと患い弐す。利用者の皆橡には

ご不便をおかけし韮すが、安全確保のため、何卒ご理解
の程よろしくお願いします。
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★新鶴見小学校★

新鶴見通信

運動のすすめ!!

残籍とは名ばかりでとても籍い日が続いております。

こんな日差しの中ではあんまり運動しだくないー'と

いうのが本音ですね(笑)

近年、子供の体力低下が話題となっているようです。

例えば立ち縞跳ぴの9歳男子の平均は、1985年に

1588Cmでしだが、123Cmも低下しています。

これは部年の女子の結果とほほ同じです。他の項目

でも体力・運動機能の低下が謡められます'原因とし

ては、公共交通機関の発達による歩く時筒の減少、外

で遊ぶ習慣やスボーツ活勤時聞の減少等が考えられ

ます。

発育期の子どもたちにとって、外遊びは恕身の健全な

発袴が促されるとされ、とても重要です。特に9~

悦歳は「ゴールデンエイジ」と言われ、遅動神経が

良くなるための大靭恋時期です。この時期を逃さず、

いろし¥ろ皆様に運動の経叢をさせてあげたいもので

事務長小山健介0

★新鶴見ホー心★

や

>石三二

江ケ崎八織祭礼子どもみこしの元笑な声が通り遅ぎると

立秋、いっもの年よりも「疑いですね」の声が多かった猛
暑も、このお便りが届くころには収家ってきていることで

しょうか。コミユニティハウスは鉄筋コンクリート製の小

学校の中に組み込まれていて、エントランス前のピロティ

がとても広く充実していますので太購光や風雨の影饗を
直接受けず、エアコンが快適に効く恵家れた環境です。公
共施設は皆さんのご要望をできるだけ取珍入れて運営す
るのが大物な役割のひとっ。本を読むにも、習いごとをす
るにも、サークルに盡加するにも、活発に利尾していただ
疑てこそ!です。暑い蔓は程よく冷やし、寒い冬はほっこ

口と温めて皆さんのご来館をお待ちして桃或す。ぜひ一度
遊ぴに疑らしてください。

新罷見小学校コミユニティハウス館餐.伊蕨崇子

★豪雁鳥見小
ユミュニティハウス★
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希望'工房金魚'ホーム希望
施設長瓣北敏確

★新鶴見公園★

横浜に来て初めてお世話になっだ町「江ケ崎町」に帰ってき談した
地域での蕃らしを支えるために

皆さん、如何お遅ごしですか。 8月7日は立秋.

猛疑、炎襲、激暑、酷饗、厳暑、そして「災害レ

ベルの暑い夏」と談でいわれた今年の変も、ほん

の少しですが、秋風が感じられるようになり談し

た。

》醗拶》や'S

さて、公園の清掃・除草・花壇の保全などの愛護

もう暦の上では立秋の季節ですが或だまだ残暑が儀しそうです。皆様如何お透ごしでしょうか。

平成20年5月に'希望"は闘設され談したが、秘は同年3月から"希望"の中に住み込み倭かせて

頂いており漆した。北海道の苫小牧市からこの横浜にきた単身赴任の私を温かく迎えてくれたのが江ケ

蔭岡の皆様でした(この地域の水が合ったのか3年周で10k合ほど体重が増加しましたー)。 3年間

"希望"で勤務した後、旭区で勤務し今年4月に"希望"への異動が発令され掃ってくることになりま

しだ。また、皆様にお世話になることになり衰Uたので、宜しくお願いします。

皆さんもご存知の"津久井や表ゆり園"の殺傷事件から2年が経過しました。障害のある方だちの生

命と、人としての尊厳をも否定したこの事件は、私たちに福祉旋設の職員とレて、社会人として、人と

して色凡なことを考えさせられるものでした。当時、私は施設の会報にこんな記事を載せてもらいまし

た。英語のことわざの"OLI'tofS滄員、 6疏る子轟'a."という言葉です。日本語では、「去る人日んに

疎(うと)し。」、意味としては「目の前から居なくなると、だんだん疎遠になるものだ。」という記事で

す,今も強く悪うのは、何か得体の細れないものから隠れる為に"希望"が塀を作り、施設内だけで活

動するようなことになれば、何をしている所か?どんな人が住んでいるのか?が分からなくなり、その

うちに忘れ去られてしまいます。「ここには私たちが住んでいて、この地域の中で生活しています。」と

皆さんに見てもらうことで地域とのふれあいが生まれるのだと思ってい談す。

"希望"が開設されてから11年目を迎え荻した。この閻、地域に"工房金魚"'"ホーム希望(コピ

ーヌ'コバン、アミーゴ'アミーガ、パセリ)"が地域の皆様のご理解の下で展開していくことでき護し

だ。地域行事への積極前な参加はもちろん、地域の皆様に気軽に来て頂けるような、障害のある方たち

が笑顔で利尾できる施設をこれからも目指してぃきますので、皆様のご理解とご椿力を宜しくお願い致

し武す。

会の活動について、再度、紹介させてください。

只今のメンパーは男10名、女6名で、月2回(第

2・第4日曜日ノAM7:30》約2時間)公園の草刈

り・湾擬を行い、安全'蒲潔'みんなが楽しく遅

ごせる公露を目指して禳張ってい談す。一結にお
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手伝いいただける方を、いつでも募築してい哉す

高齢恋方の健康づくりにも最逓です。無理をしな

いが長続きの秘訣とか。

どぅぞお気軽にご相談ください。

新謡見公園愛護会
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み恋さ談、こんにちは

鶴見鰹社欝の高井桃子です

江ケ鱈地区にお住まいの皆さま、はじめまして.

撰浜市後見区社会福祉篤瓢会の高井枕子と申し哉す。

今年度より江ケ懐地区の地区担当と恋り蓋レだ'

f江ケ誇のことをもっと知りだい張と疑うことで、 1
先日、「ふれあい食事会」に参加U弐しだ。姦藝Zお

食事を縫だだき、地区担当としてのご挨拶も

まだ、準儀にも少L参加しましだ。ボランティア

(いちりんの会)の皆さんが昧越けや盛口併け方など

麺やか恋ところまで気を配られていることと、ご参泌

されだ方がお紙しそうに召し上がって拠る姿がとてち

邸象飽でレ泛'江ケ崎のなかで顔見発りが増える機会

でもあると綴います。参加の輪が広がることを期待し
てお殴裁す'

地区揖嵳となりまだ日が浅いですが、江ケ騎を支えて
6月27経愚れあい婁稟会

疑る皆さまのお力に少しでも姦れだらと思恥ます。何かお鐙好ごとがござい裁しだらお笈軽にご相談くださ
い。どぅそよろしくお願いいたしぎす。

ことし(平威舗年)の「長寿を祝うつと疑」は、
111口尾21 震(語>正午よしつ新欝見小学校体育館でひらかれます

●'つ
ご・、、ヌゞ六

岸

5月11日江ケ誇地区社捷'定時織会がひらかt'L 1辺9/30年度の決算と予算事業報告と計璽砥
審議結乗は、「結いしんぶん/回覧版IC7号」にて、ご報告いだUましだ'
下記に、「H29年度堰支決隻考」を掘載いだし蓋すので、ご覧ください。
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Jイ29年度江ケ崎地区社協収支決算
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横浜市社棲補助金
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謡見区社協補助金

町内会からの補助金

科艮

<地域包括支援センターより>

その他の補助金・助成金

入

江ケ崎社協独自会費

~笑いは人の築~

"笑い"紗心と体命健康偽彫儒に役立つ
みなさん、最近声を皮して笑う機会がどのぐらいあるでしょうか?人によっては一日中ほとんど

笑わず過ごすこともあるのではないでしょうか?そこで、今回は"笑'1"がもたらす健康効果を
ご紹介Lたいと思います!

鶴見区社椿還元金(贄鼬会鋤
吸益金

寄村金

頚金翆」子

雑穀入

負担金吸入

決算額

¥゛

その他
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前年度繰越金
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1、免疫力がアップする

『プチユラルキラー細胞仂ミん細胞や侵入してくるウィルスを退治する)』が
活性化し、がんや感染症にかかりにくくなると言われてい該す。

2.頭がさえる

笑うことで、記憶を司る『海馬』の容量が増えると雷われてぃます。談た、脳の血液量
もアツプして血液の流れがよくなるため、脳の働きがよくなります(脳卒中予防にもなる)。
ちなみに、ほとんど笑わない人の認知機能は2倍以上低下することが分かっています。

3.酸素をたくさん取り込める

腹式呼吸になるため、大羅の酸素を体内に取り込めます。笑った時の酸素摂取量は、

1回の深呼吸の約2倍、通常の呼吸の約3~4倍になるそうです。談た、大きく笑うと横鷹
膜力粥激され血流も促進され荻す。

4.幸福感・やる気とプラス思考にしてくれる

幸福ホルモン『エンドルフィン(モルヒネの数倍の鎮静作用もある)』と、やる気やプラス
思考ホルモン『ドーパミン(ストレスホルモンの分泌を抑える働きもある)』が分泌されます。

5.ストレスを少なくする

脚のりラツクスに欠かせない、癒しのホルモン『セロトニン』が分泌されます。

6.糖尿病・1N臓病を予防する

食後の血糖値の上昇を抑え、脚拍数や血圧の上昇も抑えることが分かってぃ談す。

フ.便秘が解消されやすい

血液量が増加し胃腸を活性化させ、便秘も解消されやすくなり荻す。

8.美容効果

毎日笑っていればお腹の筋肉を引き締め、顔のしわやたるみの予防にもっながり荻す。

合計額
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需憲・広報'研修費

科目
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会議費

出

豆

渉外費

C

"笑いがをだ月電健康効果"

307.056

備品餐

'助成金

1.474.957

会費

行事保矮

雑費

予儲餐

決算額

次年度繰越金

947β14

60.147

会計額

フ.683
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5'000

29,108

0

20,65C'

390.865

0

0

1,474957

以上のように"笑い"がもたらす健康効果はさまざまありま
す。とはいえ、笑えと言われても簡単には笑えないもので
す・・・しかし"笑41"は作ι1笑いでを効果が姦ると言
われています。いっまでも富宅で暮らし続けるために、まずは
作り笑いからでも"笑'1、を生活に取り入れてみませんか?

矢向地域ケアプラザ地域包括支援センター
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「町脚は曝コは』から

『耕齢兇於鵬』ヘ

新齢見公鬮が、樹浜市の「近隣公園」として、新競兇操鄭場の跡地にオ
ープンしたのは平成14年12月でした。それから 15余年、愛獲窟をはじ
め、多くのみなさんの蒲掃や除草蔵どのこ努力で「清潔で快適、かっ安全

獄公園」が維持されてい談す。撚製場跡地の再関発に深く関わらせて頂い
た一人として、大変うれしいことです。

さて、この公剛予定地は、かつて江ケ崎町の一部でした。

大正末期から昭和4岸の鉄遵省による新鶴兇操車場の建設に伴い、八幅神社
をはじめ、10数軒の農家が、2年がかりで跡内の説在地に染団移住レましだ,
ですから、この地は私たらの世代にとって、特別の感慨を感じる土地なのです。
ところで、操車場の規模ですが、櫛幸跨線橋から横須賀線沿いに新川崎駅経て、
競兇区元寓の国迦1号陣橘付近裁でで、江ケ崎跨線橋が市境になり家す。
昭和59年伐98斗)半世紀に渡り,隻物轆送の大効脈であった操単場は,時
代とともに鉄適中脚から物流事情の変化によりトラック輸送に切り歯り,探取
場貨物区の機能は焼止と匙り哉レた,

新鶴兇操車場機能停止で夜間は蕪っ暗闇に

機能停止と鬮時に、操畷場檎内とその周辺の照明がすぺて消灯されてし
裁い、夜間は異っ暗闇となり茂した。大慌てで、あちこち飛び回り対応に
苦際したことを思い出し談す。靭内金は、遵路灯を早恕に設峨してほしい
との聾望驚を捉出、通路鰯より地元・巣京電力への協力聾請があって、
ケ月後には迦路灯が設置され談した。

住民の斐望など、一見難闇と思われる問題も、行政や、多くの人の知恕
を借りることで、解決策が兇いだせるものだと強く感じ談レた。

鴇惑畷態婿

江ケ鰯町町のはらっぱ

平成5年a993)新鶴見小に隣接する操聖場畍地甚市民利用施設用地
として購入するとの通知があのました。

そこで、使用圏的の決談ってい巻い市民使用用地を使用計画が、決談る
談での間「町のはらっぱ」として、融定的に地鯱で活用できるよう、樹見
区長に要望し、平成7年使用許可がおり裁した。

運轡゜曹理.整備のすぺてが、地域の軟式野球ヲームや地元住民の手に釜
ねられ、子ともたちは、虫取りゃ野球に興じるはらっぱでした。
この「はらっぱ」は平成7年3月より、平成 12年9月裁での5年6

いうケ月の聞、萄効に使用いたし談した。

新鵬見小児童も「公園づくり」に多加

1999年(平成'")市公園課より待望久しい公園の整備が確定した
と通知があり、仮称は「新翻見公園」でした。

中央に「多困的広場ゾーン」新鵬児小嵜りに「遊び場ゾーン」新齢兇爪
ーム寄りに「休憩・散策ゾーン」という整備方針のもと、数回の地元説明
会を鬨かれ談した。

r遊ぴ場ゾーン」は、隣接する新齢兇小で、 3年生が「公園づくり_1 を
総合学習の教材として取り上げる画期的な試みが始韮り談レた。

「こんな避異が欲しい」「生き物が菜茂る池が欲L心Uといった胸分たち
の夢を『全校公園アンケート』で染約、その結巣をもとに市臓員との恵見
交換をおこ窓い、実貌していき談した。

町内全世帯に「公園アンケート」

一方、町内会と運営委員会は、新鶴兇公鬮が「浦潔で、気持ちょく、安
1山瓶公園とするためにはどぅしたらよいか」との 1"開鬮アンケート」を実
施。当時の町内塞員世帯の約7割にあたる46口の回答があり談した。

最も関1山の高かった「犬などのぺット」にっいては、アンケートの結果
をふ談え、行政との話し合いを翻ねて、当時としては思い蜘っだわが町「公
圃のルール」をつくって、関園式を迎え談した,

「大,猫などのぺットの連れ込みはでさせん」

「近隣の人の迷惑に惹らないよう、午後10時から明け方までの出入りは
でき薮せん」

その後、江ケ崎町内会長名で、襖浜市長あてに、繰翠場跡地は漆ず預浜市に
おいて購入し、学校や公園などひろく地域住民が使用"協力で逃る公共の
施設をっくってほしいとの斐望欝を捉出レ談した,

跡地は長らく受地となってい談したが,準成4や1992)江ケ崎方面学校の新
設鬨校準備姿員会が発足、平成7年付997)新鶴見小学校が鬨校し談した,
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一平成3年から、青少年指導員に

私が町内会に関わりを持つようになっだのは、平
成2年からです。当時は、いわゆる勤め人が地域社
会に関わるなんてとても考えられないことでレだ,

両親と違い、その勤時私にとつての江ケ崎は朝早
くでて、深夜に渓る、た談に帰らぬ臼もあり、「寝
に帰るだけの町」でしだ。「菊池宅には患子さんは
いない」との定説⑦が30年続いていたのです、

45歳を過ぎだころ、ひょんなことから町内会の
行事に関わることになっだ。それは、もちつき大会
の「手かえし」役でしだ。

平成3年、雷少年指導員となり家した。青指は
地域ぐるみの青少年の健全育成を図るだめ、町内会
等の推薦に基づいて、横浜市長より委嘱されます、
任期2年を6期12年務めました。オープンし

て間のない東京デズニーランドを引率したのがー
番の思い出です。価格の安い「夜の部」に大事な子
どもさんをお連れするということで、それなりの苦
労がありました。

ほぼ闇時期に始めた鶴見区子ども育成会は現在
も続けています。この夏も、事業部長として区内の
児童37名を引率レて、 2泊3日のキャンプを横浜
市少年自然の家赤城林間学園で終えたところです。

青指を卒業しだのち、鶴見警察署少年補導員の委
嘱を受け70歳の定年までの"年間勤めました。

町内会では、平成"年から16年まで3期6年
副会長でレた。

町内では、r江寿会」と新鶴見公園の公園愛護会
会畏を務めてい談す。江寿会の4代目会長は、私の
父道之助で、江ケ崎老人クラブから江寿会と名称変
更したと聞いています。私は7代目となります。
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生薮れ:昭和 19年(1944、) 2月17臼満74歳申健る)年

横浜市鶴見区市場上町
7人兄弟(1男6女)の6番痢

趣味:旅行スボーツは中学時代のパトミントンぐらい
晴好:(食ぺ枷好き嫌いはない。お袋の手料理は最高に

う談かった。「食わず嫌い」の面もある。
(酒)日本酒ービールーウイスキーーブランデー

→焼酎と飲み薮くった。
い談は1年以上、口にレていない。

(煙藥)こちらはやめられない。い談でも1日
20本。「不健康な高額納税者」です.

r男の子がう茂れたぞU

太平洋戦争が終わる前年の2月、京急鶴見市場近
くで誕生。生家は普通のサラリーマン家庭でレた。

上の5人がみな女の子でしたから、待望の跡取り

息子の誕生でしだ、明治生談れの親父は、「男の子
がうまれだぞU と狂喜乱餐レたらレい。

ですから、大事に大事に育てられだのはホントで

す。また、少し我儘に育っだとの指摘もホントです。

戦後の食糧難で大変な時代でレたが、わが寡の食

卓は、大変恵蔵れていたように思い談す。料理が上

手いお袋のやりくりと親父の実寡茨城からの食糧
支援が統いたことがありがだかったです。

一市場小・中ソフトボールのこと

こどものころから運動(スポーツ)は苦手。r大事な

一人患子」ですから、親父の「余計なことをしなく

ていい」との雷葉に素直に従ってい談レた。

市場小5・6年生の頃算数の暗算とか計算とかや

ると、いつも 2番でした。一人だけ勝てないヤツ

がいる。そこでもう一頑張りする気力がないのが、
だめなんですね。

市場中では、英語一これが苦手でね。これももう

少しやっときゃよかったといまでも思う。

若い頃の勉強には、「これでいい」ということが
ないことを、大人になってよく分かりましだ。

-yフ戸ボーノιガ嫌い仁なった力fプー・
新入社員の頃、人数合わせ要員を承知で、ソフト

ボール部に入部。誠合で急に捕手をやれと云われだ。

「投手のポールは打者が必ず打返すから、お前は座
つているだけでいい」との指示。ところが、見逃し

だり空振りする意地の悪い奴(?)がいて、キレイ
な顔面に剛球を喰らってし薮っだ。敵の大笑いはイ
イとレても、昧方談で笑いやがコて、絶対許せな

い!と今になっても笑い怨がら怒っています。

一昭和35年江ケ崎(さつき地勵へ

昭和35辱、中学を終えだ年に江ケ崎・さつき地
区に越してき薮した。親父やお袋は、すぐに江籍会

(当時は江ケ崎者人クラブ)や神社の世話人に庫を
掛けてもらえて、大変喜んでい談した。患子とレて
も感謝レてい談す。

昭和38年、高校を終えて日本電気に就職。入社
時はミ田事業所、昭和50年に玉川事業所に移り、
ここで38年間を過ごし、定年の2年前に希望退臓
しましだ。

職種としては一貫して受注生産型の製造生産管
理で現場ではない、現場での作業がスムーズに進む
ように準備を整える役割を果しました。

琴
、、晦ヲ

「シャイな性格とちょっと悪ぶるところとが同届
しているが、ホントは信用が置ける人です。
副会長として私を支えてくれだ頃は、お願いした

仕事は責任もって進めてくれまレた」と鴨志田正晴
元町内会長は話されています。
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