なかま

岡本 秀子
小淀西町会長

地域犬のラッキー君
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質問。あなたは消火器が使えますか。煙の中で進めますか――

１０

コラム

我が家には６才半になる、チワワの
オスがいる。名前は「ラッキー」。も
っとも小さく体重１・７ 。片手でひ
ょいと持ち上げられるほど。
出会いは６年半前の大雨の日に町
会のある家の玄関先で。雨にぬれ、震
えて動くことができない程に衰弱し
ていて、まだ１ヶ月半の赤ちゃん犬だ
ったのを、救助して我が家に「どうし
よう！」と連れてこられた。見ると目
はつぶれ眼球を下に動かすことがで
きず、すぐ動物病院へ。
そこから２ヶ月半かよい、目はきれ
いに治り、そのあと、とうとう我が家
の一員になってしまいました。今では
地域の人気犬として活躍？している。
その理由は、散歩中でも地域の人を
見ると一人ひとりに挨拶に行くほど。
近隣との距離が取りづらくなってい
る現在においては、ラッキーのおかげ
で、必ず挨拶が交わされる地域となり
ました。
お会いすると「ラッキーおはよ
う！」「ラッキー元気！」と声をかけ
て下さる。
まるで地域の管理犬のようだ。 お
かげで一人ひとりの絆が徐々に深ま
り、今では「ラッキーロード」と名付
けて下さる方々もいる。同時に命の大
切さを教えてくれた「ラッキー」君に
感謝です。
長生きしてね！

ｋｇ

大災害に襲われた日、いつ来るか分からない救急車を待つ間に、

②人の体重も支えられる
担架ができました

自分でできることがあるはず。たとえ知識があっても「道具がな

↓
↓

い！」とあわててしまったり、「いつか見て覚えたけど、体が動

①２本の棒と
毛布を使って…

昨年の写真などから

煙体験
たった１０歩進むだ
けなのに、左右とこ
ろか天地さえ分から
なくなります

参加して 一人ひとりの学びを 地域の力に

三角巾
なんとレジ袋で代用できます

かない」という始末になったりしないように、今年は東部地区の

11

時 十中校庭へ

協力団体 十中 三中 中野消防署 中野消防署
宮園出張所 消防団２・４・８分団 東京土建中野
支部 日赤東部分団 中野区防災担当
人工呼吸法
人形相手にも緊張

昨年 月、初めて東部地区主催によ
る、全町会集まっての総合防災訓練が
行われました。止血などの応急手当、
棒と毛布を使った担架の作り方など、
非常時の技術を学びました。
その一方、「やり方は分かったけれ
ど、自分でできるか心許ない」「防災
倉庫の中に、役に立つものがたくさん
入っているのに、何がどこに入ってい
るか把握していないと猫に小判」とい
う声も上がり、知識を得るより、体で
実 践 し て み る こ と の 大 切 さ が分 か っ
てき ま し た 。
「頭より体が先に動く」ことを目標
に、起震車・煙体験・消火器訓練・放
水訓練（スタンドパイプ）・止血・担
架や簡易リュック作り・仮設トイレ設
置など、大勢に実践してもらうよう工
夫し て い ま す 。
消火器訓練
持つと意外に重い

日本の地下で妖怪がうごめいて
います。絶えず襲う不気味な揺れ、
2015.6.15 第 17 号
地下マグマの噴出、大災害が来るぞ、
と不安が募ります。
大事な命を守るために、いま何をしたらいいのでしょう。
まずご近所のみなさんと親しくなることです。これで半分は助
かります。
各町会には『防災倉庫』が必ず備えられています。その中に
は、けがをした人を手当する救急用品や、歩行の難しい人を運
ぶタンカや車イスなどが用意されています。また倒れたものに
挟まった人を助ける器材があります。
今年の東部地区総合防災訓練は、いざという時に頼りになる
『防災倉庫』に何があるかを知り、使い方を学びます。
今年は何よりも心強い味方が現れました。道具の使い方のプ
ロ『東京土建中野支部』のみなさんです。ていねいに指導してい
ただけます。
災害は一人では防げません。みなさんと助け合って、大事な
あなたの命を守りましょう。
高根町会会長 小野光
非常用品展示
備えるべき品が
一目瞭然

全町会をあげて、
「実践型」の総合防災訓練を実施します。
（雨天時は体育館で行われます）

自力で組み立てる防災

東部地区総合防災訓練 ７月５日（日）午前

自助＆共助
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言葉より身体で覚える防災訓練

(H27.4 月～)

の町会で構成されています。
東部の〇〇

町会長
年２月

日（土）塔山小学校学校公

ゲストティーチャーになる！
平成
開の日１・２校時３年生１・２組の授業で、
６町会の会長がゲストティーチャーをしま
した。
担任の先生からの依頼があり、子供たち

困ったときにはお電話を！

「はい、あいあいステーションです。
困りごとのご相談ですね？」
東部区民活動センターの一室で電話を受ける
「東部あいあいステーション」の
活動も３年目を迎え、徐々にですが、地域
の皆様に名前を覚えてもらえるようになり
ました。
年度は、 日の活動で電話あるいは来訪
で 件の相談を受けました。内訳は、
ボランティア派遣が 件、他の機関をご紹
介したのが 件、活動内容のお問い合わせ
やお約束の変更などが 件でした。
ボランティア依頼の内容はグラフの通り
です。

依頼件数も徐々に
増えており、電話
受付時間前後に
動けるボランティア
を引き続き募集して
います。
困っている方も、
困った方のお力に
なりたい方も、
どうぞご連絡ください。

☎ 三三六三―二九四九
（受付は月～金曜 午後

時～

時）

ボランティアが出向いた先では、気になっ
て心配だったが、来てもらえると分かり安心
して眠れた、すぐに来てもらえて助かった
というお声をいただ
いています。

35

東 部地域は

東一東町会
久保田郁美会長

それぞれの町会では支えあい、ふれあい、
安心・安全な地域づくりを目指して活発な
活動を行っています。

三町会長が代わりました
のためならと二つ返事で引き受けました。
子供たちが個々にテーマを決め、調べたこ
とを発表し、その後聞きたいことをゲスト
ティーチャーに質問し、興味深く聞き入っ
ていました。昔の町の様子、学校の様子、
ゲストティーチャーからは、神田川の氾濫
で洪水が起こったこと、桃園川のこと、塔
山小学校に入るには橋を渡らなければなら
なかったこと、今より車が少なかったこと、
子供が小さいながらも下の子の面倒を見て
いる姿、アメリカと戦争をして中野一体が
焼け野原になってしまい、そのおかげで富
士山や隅田川の花火がよく見えたこと。小
淀西町会の所に宮様の屋敷がありよく遊び
に行ったとか、青梅街道に都電が走ってい

26

サービスの担い手を募集中です。
詳しくはお電話をください。

日（火）

三三六六―七九七一担当
日（月） ９月分７月

尾関

地域の支えあい（家事援助・育児支援等）の

◆会員募集中～中野区シルバー人材センター◆

4

の事務局員が変わりました。

東 部区民活動センター運営委員会

東部地区の皆様、
こんにちは。
今年度から運営委
員会事務局に席を
置かせていただい
ています「前原」（右）
「市川」
（左）です。
宜しくお願い申し
上げます。

私ども、
微力ではございますが、
この地区の更なる安全・
安心の環境
づくりと明るく活気あふれるまち
づくり事業に参画させていただき、
その推進に努 めてまいります。

宮 園高齢者会館
のスタッフも顔ぶ
れが変わりまし
た、よろしくお願
いいたします。

右から
藤枝幸江さん
北村和子さん
奥原眞理子さん
小川桃世さん

―編集後記―

日（月）

娘が高校１年生になり、新しい
学校で新生活がスタートしまし
た。それに伴い、私もお弁当作り
生活がスタートしました。今まで
も主人にお弁当を作っていたので
すが、娘の分もとなると、急にか
わいくしなくちゃとか、色どりに
も気を使って…などこだわりたく
なります。ピンチョス風にプチト
マトとうずらの卵やきゅうりをピ
ックに刺して入れてみたり、旬の
ものを入れてみたり。けっこう楽
しいものです。このやる気、集中
力を「はなみずき」の編集作業に
も活かせるよう頑張っていこうと
思います。
Ｙ・Ｉ

月分８月
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2

た等。なかなか話が尽きないうちに時間切
れとなりました。町会長からは、写真や古
い地図などを生徒に提供し今後の参考にし
てもらいました。後日生徒からの感想文が
送られてきました。みな
一様に驚いた様子で
した。このようなこ
とで、子供との距離
が縮まった感があり
ました。

参加会長
中本一 山口会長・塔ノ山 松原会長
小淀西 岡本会長・宮一会 松本会長・
東一東 小林会長・上ノ原 八束会長

８月分６月

17

237

3

１４

集会室抽選日

１０

氷川町会
中田昌之会長

次号９月発行予定です。

21

上ノ原町会
八束重宣会長

59


15

中野一丁目町会
青山武夫会長

宮一会
松本富雄会長

本三西町会
岡本利雄会長

２７

１４
中本一町会
山口竜弥会長
(H2５.4 月～)
塔ノ山町会
松原義治会長

本町通二丁目町会
板倉勝会長
本三宮前町会
青木平四郎会長

宮二町会
奈良貞夫会長
(H27.4 月～)
小淀東町会
大竹正祐会長
小淀西町会
岡本秀子会長
高根町会
小野光会長
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