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ソーシャルコート神戸北
今年も梅を漬けました

　毎年行うこの行事に今回初めて参加

してみて、あらためて梅干し漬けも米

作りと同様、かなりの手間暇がかかる

と実感しました。日本古来からの伝統

ある保存食として、また、お腹の具合

の悪い時の薬膳食として重宝されて

いるこの食品も人の手と太陽のめぐみ

がなければ成し得なかったであろうと

思うと先人の残した知恵に感服です。

（ソーシャルコート神戸北・信岡恵子）

　ソーシャルコート神戸北の厨房に勤

めて 3 年目になりますが、梅干しを

入居者の皆様と一緒に、最初の梅洗い

から塩漬け・天日干し・本漬け込みと　

一連の過程をこなし

たのは初めてです。

皆でワイワイ言いな

がら梅のヘタを取っ

たり、塩漬けの梅を

梅酢でいっぱいに

なった樽からすくっ

の完熟した梅のヘタを取り、吉野の杉

樽に丁寧に漬け込んでその後、天日干

しをしてもらい、もみしそ、松葉、熊

笹、枇杷の葉で熟成していただきまし

た。日本の伝統食品として知られる梅

干し。殺菌作用から疲労回復、消化促

進と梅に含まれているクエン酸が体を

元気にしてくれます。出来上がるのは

10 月頃になりますが、私も今から楽

しみです !  是非、作った梅干しの感想

をお聞かせください。

（王隠堂農園・和田尚久）

垂水毎日毎日熱い日が続き、

世間では熱中症で亡くな

られる方もたくさんいる中、ヘルパー

も体調管理を万全に日々援助に邁進し

ています。夏の初めに何名かの利用者

様が体調を崩し、入院されましたが、

無事に退院される方がほとんどで胸を

なでおろしております。利用者さんの

中にはこの暑さの中でもエアコンを入

れず、トイレが近くなるから ... と水

分を控えてしまわれたり、考えるだけ

でも心配が絶えません ! しかし私たち

Report
し方、考え方、新しい仲間の疑問など

が有り、みんなにも、再確認の場とな

りました。 グループ研修にもヒントに

なったかと思います。ヘルプ時にも、

利用者さまの体調に応じての介助にな

ります。例えば更衣介助もいろんな方

法を考えます。そのためにも常日頃か

らのスキルアップが必要で、みんなで

勉強しています。先日は、「プルトッ

プをあつめて車椅子を送ろう」の運動

で立派な車椅子をいただきました。利

用者様に使っていただくのはもちろ

ん、わたしたちも勉強させていただき

ます。ありがとうございました。

（あしすと武庫之荘・立川マチ子）

在宅の仕事は、週に一・二度の援助で

しかなく、たとえ毎日対応でも、24

時間のうちのほんの 1 ～ 2 時間の関

わりでしかないのです。歯がゆい思い

をしながら…少しでも利用者様に元気

に過ごして頂けるよう、微力ながら支

えていけたら…と思っています。

（あ・し・す・と・廣瀬久美子）

武庫之荘♡仲間♡新しく

仲間が加わりま

した。介護福祉士、経験のある方がほ

とんどです。月一のあしすと会議に

は「検討事例」で、環境整備・身体介

助等について話し合いをしました。あ

しすとを知ってもらうこと、先輩の接

て天日干しにしたりと、大量の梅は圧

巻でした。家で何度か梅干しを漬けた

ことはありますが、皆でするとあっと

いう間にできますし、楽しいです。来

年もまた、参加したいと思います。

（ソーシャルコート神戸北・鶴田久美子）

　都市生活コミュニティセンターの皆

さま、こんにちは。王隠堂農園加工食

品課和田です。たくさんの皆さまに梅

干し作りにご参加いただきありがとう

ございました ! 皆さん一生懸命 40kg

8 月 12 日、ソーシャルコート神戸北の
夏の恒例行事、生活クラブ都市生活の生
産者でもある王陰堂農園さんにご協力を
いただいての梅干し漬けを行いました。
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ヘルパー募集中（2級以上）

都市生活ヘルパーステーション
あしすと武庫之荘

06-6433-8487
都市生活ヘルパーステーション
あ・し・す・と（垂水）

078-755-1455

気仙沼市の仮設訪問
神戸の経験を東北へ

 　「TCC 会員の話す場がないね～との

意見から、TCC 会員や生活クラブ都

市生活組会員、地域の方とも交流しよ

う !」と「ほっこり・サロン」をオー

プン ! どなたでも気軽におしゃべりし

ませんか ?!

（都市生活のお茶とお菓子付き : 各

100 円）

★毎月第2火曜日PM1:30～4:00まで、

場所 :TCC にて

★ 9 月 13 日 PM1:30 ～残暑厳しき折

～「野菜中心の 15 分でできる時間短

縮料理 !」のレシピ紹介 !

★ 10 月 11 日 :「季節の歌でリフレッ

シュ ! フラの手踊りでストレス解消 !」

★以後予定「原発・自然エネルギー」

「アトピーっ子の参考料理」「避難被災

者との交流」「平穏死」「リンパマッサー

ジ」「ネイル……」などの希望が出て

います。

　♡フラダンスにはとても高いヒーリ

ング効果があります。歌のメロディは

アルファー波（α波）が良く出ると言

われています。歌詞に合わせて手話の

ように手踊りがあり、ハワイの大自然

や人の感情等表現することは身心共に

癒され優しい気持ちになることができ

ます。単に踊りの技術ではなくストレ

スの多い現代社会の中、気軽に体験し

て頂く機会にながればと思い企画致し

ました。

　みなさま興味のある方は会員外でも

お友達に PR お願い致します。

（TCC 理事・小副川久代）

ほっこりサロンのお誘い
第二火曜日の午後に開催中

　神戸の NPO「SEEDS Asia」の依頼で、

一般社団法人気仙沼復興協会及び気仙

沼市内の仮設住宅団地各所で仮設住宅

入居者の見守り事業を担当する職員に

対する研修を行いました。16 年前に

仮設住宅に関わって活動した来た事、

今現在も復興住宅にて活動を継続して

いる事を話してきました。 

　7 月 31 日、まずは気仙沼港近辺を

案内して頂き、被災の現状を目の当た

りにし、言葉もありませんでした。道

路は確保されていましたが、瓦礫があ

ちこちに寄せて積まれ、陸に流された

船はまだまだ手付かずのままでした。

　その後、仮設住宅での茶話会に見学

を兼ねて参加。2 回目のこの日は参加

者は少なかったのですが、参加してい

た女性 3 人が、3 月 11 日の話を割と

明るく話したり、神戸から来ているボ

ランティアの男性と仮設住民の男性が

ここでお祭りをしよう、と盛り上が

り話を詰めに役場の方へ向かわれまし

た。お祭りはきっとこの 2 人を中心

に実現するのでは、と思いました。住

民男性は恐らく仮設の中心になられる

のではないか、と思われる方でした。

　茶話会終了後、NPO の事務所での

ミーティングに参加。その日の反省と

して、1 回目と比べると参加者が少な

く、どうしたら参加者を増やせるのか、

と言う事を真剣に議論していました。

茶話会を継続開催していく上での様々

な悩み・質問を皆さん抱えながら活動

されているのがよく解りました。

　次の日の研修は朝 9 時から行われ、

先ず私の 16 年前の被災体験を話し、

そして訪問中の 31 日・1 日の両日、

早朝地震（余震）に遭った事によって

今でもフラッシュバックする事、だか

ら今被災者の方たちは余震が起こる度

に怖い思いをされている事を踏まえて

接して欲しい、とお願いしました。

　生協都市生活（当時）が行った青空

市、その後形態を変え、注文を取り家

まで配達して安否確認も行ったこと。

「すまいる」の手渡し共同購入、その

時始めた第 3 仮設住宅での茶話会へ

と話は進みました。自治会長の人柄が

あってボランティアも集まってきてい

た事。そしてもちろん私たちもここで

ホッと一息ついてその日の活動を終了

していた事を伝えました。

　その後、前もって皆さんからの質問

や疑問、悩みなどをレジュメにして下

さっていたので、それに副って一つ一

つどんな状況の中での質問なのかを聞

きしながら答える、という形式を取り

ました。

　質問は 30 項目もあり、今後仮設住

宅が機能して行く中できっと起こりう

るであろう困難な事例がもう起こって

いてこの先大変な状況が予測されまし

た。彼らには、仕事としてだけでなく、

この東日本大震災の非常時にこの街を

再生させるためにあなたたちに与えら

れた役割と思って事に当たっていって

欲しい、とお願いをして研修は終了し

ました。

（TCC 理事・岡部眞紀子）


