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「愛」を持った関わりを
W.Co あ・し・す・と代表 廣瀬久美子

　前日までのお天気とは打って変わっ

て……嵐 ? と思うくらいの雨風の中、

多くの来賓の方にお越し頂き、第 2 回

あしすと合同総会が行われました。

　昨年は新型インフルエンザの影響で

日延べになり、垂水のメンバーは私を

含め 8 名しか参加できませんでした。

とても寂しく悲しい思いをしました

が、今年はその寂しかった気持ちをメ

ンバーに会議の度に言ってきました。

「次は全員参加が絶対だ !」と。全員参

加……までには至りませんでしたが、

15 名の参加となり、まずまず……と

安堵。

　はじめてのグループ研修発表もあ

り、みな総会の間中、緊張だったと思

います。グループ研修では持ち時間 5

分をオーバーしないように、何度も何

度も打ち合わせをしていましたし、ま

とまった発表が出来たと思います。

　今年は今までとは違った気持ちで議

案書作りもできたつもりです。良く分

からずに前任の方の議案書を真似るだ

けで精いっぱいの私でしたが、今年は

自分の気持ちや考え、メンバーの気持

ちや考え、それが議案書にちゃんと反

映できたと思っています。

　生協都市生活の山田理事長よりご祝

辞を頂きましたが、とても強くハッキ

リとした口調で熱く語って頂けたと感

激でした。あしすとは都市生活と共

にこれからもどんどん伸びていくん

だ ! っと皆が感じたはずです。

　組合員でないメンバーもおりますが、

これからも心を一つにして頑張ってい

こう ! と私自身思っていましたら、メ

ンバーからもそんな言葉をかけられま

した。「垂水は一つにまとまって愛が

あったよね」と。とてもうれしく思い

ました。みんなが同じ気持ちでいら

れるように私も「愛」を持ってメン

バー・利用者様と関わっていきたいと

思います。

　総会が終わった今……もう、新たな

年度が始まっています。緩んでる暇は

ありません。気持ちを引き締めてまた

一年を過ごしていきます。

金出す、口出す、汗流す
W.Coあしすと武庫之荘代表 松本教子

　5 月 23 日（日）に〈都市生活ヘルパー

ステーションあ・し・す・と〉と、〈都

市生活ヘルパーステーションあしすと

武庫之荘〉の第 2 回通常総会を迎え

ることができました。当日は大雨の中

にもかかわらずご出席いただいた来賓

の方々、本当にありがとうございまし

た。

　あしすとの事業所はワーカーズコレ

ワーカーズコレクティブ・都市生活ヘルパーステーション
あしすと総会開催

クティブという組織形態をとっていま

す。ワーカーズって ? ...... いまさら書

くこともないとは思いますが、早く言

えば、「金出す」「口出す」「汗流す」

ということです。これはいつも都市生

活コミュニティセンター佐々木理事長

が口癖のように言っていることです。

 金 = 資金を出すこと。あしすと武

庫之荘のメンバーは年に 1 回総会後

に出資しています。

 口 = 会議で様々の事を討議して決

定しています。

 汗 = 実際に働くことです。

　と、書いてしまえば何ということも

ないのですが、ただの主婦たちの集ま

りが、ワーカーズコレクティブという

形をとることで、夢を夢で終わらせる

ことなく実現可能な事業を始め、そこ

で自分の特技を生かし、いきいきと

自己実現しながら、しかも仕事の対価

が入るのです。私たちの老後も考えな

がら、本当に地域の支えとなるような

『場』も創る事が出来るのです。

　この総会の最後にメンバーひとり一

人が自分の『あしすとへの想い』を皆

の前で語りました。その熱い想いと感

動はまた日々のヘルプに還元されてい

くことでしょう。

　5 月 23 日に兵庫勤労市民センター

で「あ・し・す・と」「あしすと武庫

之荘」の総会が行われました。各々の

事業報告・事業計画等が承認され、過

去一年間取り組んだグループ研修の発

表、そして交流会を行いました。
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　5 月 11 日のソーシャルコート神戸

北では、都市生活ボランティア喫茶が

ありました。この喫茶は去年にボラン

ティア講座でコーヒーや紅茶などの入

れ方を受講された都市生活の組合員の

方が開く喫茶です。

　この日は…なんと、紅茶が無料で提

供されました。そしたらどうでしょう、

いつも以上の盛況さ ! いつも、お声か

けする入居者様はもちろんの事、普段

は外出などされてなかなか喫茶に参加

できない入居者様もこの日はタイミン

グよく帰って来られるなどし、スタッ

フが「今日は紅茶が無料ですよ」と声

かけすると「えー!?そんな事があるの。

珍しいね。」と笑って言われ紅茶を飲

まれ、入居者様が談笑されていました。

　そんな中、スタッフが「今日は珍し

いついでにお菓子もありますよ。」と

お出しすると、「えー !? まだ、なんか

あるなんてチョット怖いわね」と入居

者様同士で笑っておられました。

　そして、お菓子が出ると入居者様も

「私もお菓子持っているから食べてね」

とカバンの中から出てくる様子はドラ

えもんのポケットのようでした。

また、ボランティンアの組合員の方の

顔を見て「久しぶりやね。元気にして

いた ?」と話しかけるなど、ボランティ

アの方が来るのを楽しみにしている入

居者様もおられます。

　今後もボランティアの方の協力を頂

きながら小さい事から大きな事のイベ

ントを出来るようスタッフ一同努力

し、入居者様の日常に楽しみを加えら

れるようにしていきたいです。

（ソーシャルコート神戸北・芝 優一）

ボランティア喫茶
at ソーシャルコート神戸北

去る 5 月 15 日（土）、男の料理教

室が開講しました。団塊の世代

を中心とした男性の生涯教育の場を提

供しようと企画した初めての試みで

す。また、身内の介護・看護をしてい

る男性のほとんどが食事づくりに困り

果てているという話題を耳にすること

も多くなった昨今、そのような方への

応援という思いも念頭にありました。

今期の受講生は 14 名（定員）、平

均年齢は 61 才です。実は、応

募者が殺到し、実習室の設備等の制約

上いたしかたないとはいえ、結果的に

受講をお断りせざるをえない方のあっ

たことはまさに断腸の思いでした。

講師は生協都市生活顧問の前川智

佳子さんです。料理という不慣

れな生活技術を継続するためには、ま

ずは面倒くささを払拭することが肝要

と見定め、特別な御馳走ではなく短時

間で簡単な家庭料理を作ることにしま

した。朝・昼・夕食のあらかじめ決め

られた簡単な献立を、最初から最後ま

でたった一人で作ってみるのです。

開講日には、開始時刻の 30 分以上

前から続々と受講生が現れ、開始

10 分前には全員がそろいました。指示

されるまでもなく黙々と頭にバンダナ

をまき、慣れぬ手つきでエプロンを装着

し準備完了。いよいよ実習開始です。

包丁で怪我をする方が皆無だった

のは何よりですが、鶏卵を落と

して割ってしまう方、フライパンから

もうもうと煙が出ているのに配られた

レシピから目を離さない方、油と味醂

を間違える方等々プチハプニングが続

出。そうかと思えば、ひときわ高く小

気味よい音を立てながら包丁で野菜を

切り刻む手練れの男性もいます。

さてようやく作り終わり、何とか

試食タイムまでこぎ着けまし

た。肉野菜炒めの人参が硬い ! と失笑

する男性に、「野菜それぞれの硬さを

考慮して、炒める順番を考えましょう

ね」と、すかさず講師のアドバイス。

きわめつけは、お味噌汁の具材にし

た塩蔵わかめを刻み忘れ、お椀の中で

長々ととぐろを巻くわかめを箸で持ち

上げ困惑している男性の存在が発覚。

これにはさすがに講師も唖然。

「生まれて初めて味噌汁を作っ

たけれど、料理は中々大変。

毎日黙々と家族のために料理を作って

くれる女房にあらためて感謝したい」

という殊勝な発言も飛び出しました。

意外だったのは、「この常備菜は

美味しい。是非、自宅でも作っ

てみます」という方が多かったことで

す。こうした常備菜への反応は、今後

の料理教室のテーマ設定につながりそ

うです。「私はこれまで様々な料理教

室に行ったが、チーム制で役割分担す

るので達成感が無かったけど、この教

室は自分一人で全部作ることが出来る

から楽しい」との感想には、主催者一

同してやったり ! の気持ちです。

教室の会場を去りしなにひとりの

受講生が講師に近寄り、「この

エプロン、今回の受講のために女房が

手作りしてくれたんだ」と相好をくず

しながら教えて下さいました。その男

性の笑顔は初夏の晴天のように清々し

く爽やかでした（今回の教室は 2 日

目が 5 月 22 日、最終日は 6 月 5 日の

予定です）。　　　（事務局・小松高志）

男の料理教室
明日からは、男子厨房に立つ！

2010年度

総会
ご案内

▽日時：6月 19日（土） 13:30 ～（受付 13:00 ～）▽会場：西

宮市市民交流センター ( 西宮北口東へ徒歩 3 分 ) ▽内容：議案

審議 13:30 ～ 14:30・記念企画 15:00 ～ 15:30・交流会 15:30

～ 16:00 ▽正会員のみなさまには別途、案内を送付致します。


