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まだ談だ寒いといって駆け込んでくる利用者さん

のほうが多いのですが、館の周りの木んは芽吹いて

い薮す。彼岸桜でしょうか、モクレンでしょうか。

小さなお子さんも、保育園にいかれるそうです。

吾は何か始めたくなり薮すね。

そん恋時は是非コミニユティハウスに足をお運び下

さい。お待ちしてい荻す。

★新鶴見小ニミュニティ<ウス★

'＼
而寵鳥見^信

V●"繊則◆撫
f-ー、・ーー

過日、本校農事のスクールパートナーの皆様には

東部学校教育事務所長から感謝状の贈呈があの談し

た。贈呈後の懇談の中で出てきた話を聞いていて、

本校の歴史は地域の皆様のご協力の歴史でもあると

悪い談した。感謝・感謝です。

さて来年、本校は創立20周年を迎えミす。

これからも本校にご支援ご協力のほどよろしくお願

いします。

1月31日(土)パシフィコ横浜国立大ホールに

て「横浜市福祉サービス協会創立30周年記念式 1
典」を執の行いました。当日は、柏崎誠横浜市副市

長と佐藤祐文横浜市会議長をはじめとするご来賓

やいつもご協力いただいているボランティアの

方尽、職員やその寡族など、 2,400人もの多数の

方反にご参加頂き談した。新鶴見ホーム地域関係者

の皆様にも多数ご出席いただき、誠にありがとぅご

ざいました。新鶴見ホームは、今年度で創立15年

目となの荻す。当法人が運営する施設としてよの良

いホーム運営を目指して取の組んで参のたいとお

もい荻す。よろしくお願いし談す。

新鶴見ホーム所長

★新鶴見ホー心★
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新鶴見ホーム
チューリップ祭り

3月21日町社協では江ケ崎名物

「おでん」を販売しました。

あいにくその日は肌寒くお客様はし

より少なかった様な気がしました力

15 2食を売る事ができましオ

ありがとうございましオ

新鶴見小校長
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★新鶴見公困★

唐澤比利樹

新鶴見公園にこの度、

新しい遊具が2種類設備され薮した。健康促

進とりハビリに大いにご利用ください。

また、公園のゴミは各自で持ち帰のましょう。

ご協力をお願いし談す。

新鶴見公園愛護会菊池武徳
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桜の美しい季節となりました。「結いしんぶん」 26年度最後の第 37号の発行です。

発行に当たり原稿をお寄せ下さいました方々有難うございました。地域福祉の活動も年々

多様化され日々勉弦だと痛感しています。次年度も是非ご協力をお願い致します。
※諸般の都合により、新年度になっての配布となの談した。お詫び申し上げます。
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江ケ崎地区の年齢別人口
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現在(平263.3り

◎その他、寄付金・模擬店等の収益などが加わの薮す。

藤本省ニノ

5年前(平213.3つ
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姦ら彪紡て「杜会福祉協議会(通称.杜協)』とは?

夢務局だよク

2/25

①社会福祉協議会(略称:社協くしゃきょう>)とは?

社協は全国組織です。全国社協→都道府県0政令都市社協→鶴見区社協(区社協)→江ケ崎社協(地区社

協)と、大地域から小地域へと段階的、系統的に配置されています。

横浜市内の地区社協は、ほとんど連合町内会を単位として組織されています。江ケ崎のように「同じ町内

に江ケ崎助内会と江ケ崎社協がある」のは、とてもめずらしいケースです。

②鶴見区には、いくつの地区社協があるの?

連合町内会単位のもの17と、町単位の江ケ崎社協(通称:町社協)の合計18地区社協です。

活動内容は、地区ごとに違いますが、「自分たちの地域は、自分たちで良くしていこう」という気持ちで組

織された任意団体です。

③江ケ崎闘社協は、いつ生まれたの?

平成12年、矢向地区社協よの分離独立、江ケ崎町社協が結成され談した。

平成21年に鶴見区で唯一の町単位の地区社協として正式に認められ、「小地域でのきめの細かい福祉」を

目指して、まる5年が経ち談した。

④活動の拠点は、どこ?

江ケ崎町公会堂、新鶴見小コミユニティハウス、新鶴見ホーム地域交流室などが主な活動の場となの薮す。

⑤どのような人たちで、構成されているの?
町内会のかたや、民生委員・児童委員、保護司、青少年指導員、「いちりんの会」恋ど地域ボランティア、

福祉施設などさまざ談な人たちにより構成されてい談す。

⑥江ケ崎社協の活動財源は、どこから?

*世帯会費(鶴見区社協)世帯数X15円 運営費 30.000円*横浜市社協補助金

*賛助会員(ぞ鳥見区社協)当年度実績の55% 20,000円事業費

*共同募金(を鳥見区社協)前年度実績の17%*鶴見区社協補助金

*江ケ崎町内会・助成金 200,000円

0歳~14歳

2/28

1,537人

あいねっと推進協議会

3/ 6

1,171 人

認知症サポーター養成講座

3/12
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鶴見あいねっと推進フォーラム

3/22

15歳~64歳

いちのんの会食事会

3/29

4,486 人

(高齢化率二65歳以上人口蕪怠人口

障害理解講座

3,540 人

4/ 6

防災講演会

ボランティア父流会

65歳以上

小・中入学式挨拶運動

722人

527人

出典「横浜市ポータルサイト」

総人口

6,745 人

H26の鶴見区平均は197%)

5238人

高齢化率

107%

10.1%

⑦鶴見区社協とのかかわりは?

鶴見区社協からは、私たち江ケ崎社協の活動がよの展開しやすぃように、次のバックァップをいただいて

います。

0情報の提供→様凡な制度や町社協に必要な情報の提供

0資金の補助→賛助会費の還元など、事業に必要な資金の補助

0地区の連携→各地区同士の連携・調整をはかることなど
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の夢を叶えるためのステップだと思え

るのではないでしょうか?

特来の夢を叶えるための勉強だと思え

ぱ、俄然、やる気にな力"ると思うのです

将来の自分像は、途中で変わってもい
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ぐ,子育て広場.
さる2月10日の子育て広場は華やかに飾られた、

お雛様に囲まれ春の訪れをみんなで味わいました。

地域のボランティアスタッフが、手作りで作った、

つるし雛、動物雛、粘士で作られた雛人形をたくさ

ん持ち寄って、会場が彩られるなか、配られた色紙

でお雛様とお内裏様の折り方を教わり、一人ひとり

が一対のお雛人形を完成させました。親子で折り紙

を折るきっかけとなればと思います。

なりたいな」と,悪うことで、目分の1乎来

像をしっか町もち、魅強をイ西イ直あるもの

1こし「で、ハつ(、1ミ L,;'、と辱、し、ま下仁、

私は新窄鳥見ノト孚校の1艮童身降凱まハ

L1をし二ーー」「禾,1、1才OC}・1こナヲリま・'、、」レ

公言できる子に育てていきたいと思っ

てし・'、まt、そして「この子1*そ力、を成し

遂げる子だ」と受け止め目標達成に向け

て会面的にj六援していける大ノ＼であり

たいと強く思っています,
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★障害理解講座に参加して★
一生懸命作った美味しいクッキーとコーヒーの喫茶サルビアには何度か利用させて貰った事はありました

が、今まで「希望」にはどの様な方が生活されているのかは知る由もありませんでした。

見学させて頂いていろいろな障害をもたれた方々を自分達が出来る事はして、出来ない事は補いあって支援す

る・・個人では出来かねない事が集団の力で入所者と職員が生き生きとしてる姿が目に映りました。

それでも私達が見学した事で入所者の方々のストレスになったのではないかと心配になり伺ってみますと

「ストレスよりかえって皆さんに来て貰った事を喜んでいます」と教えて頂き、とても安心しました。

きっと今まで私自身力那章害のある方にどの様に接して良いのか分からなかったからだと思います。

どうしたら入所者の皆さんの世界が拡げられるか、どんな人も障害と無縁ではない同じ人間としてどう関わっ

ていくのかという施設長さんの言葉がぐっと心に残りました。 すみれ地区鈴木暁美

今年度の新鶴見子育て広場も終盤を迎えております。

私事ですが、10年近く前に、子連れでこの子育て広

場に通っていたころ、スタッフの方に教わりながら

親子で作った小さな紙粘士のお

ゞ L V 雛様がにっこり我が家で微笑ん

。でいます。
そんな懐かしい,思い出を積み

<地域包括支援センターより>

重ね、江ケ崎の親子が幸せに成長されますように願

わずにいられません。

どうぞ、今しかない子育ての醍醐味を、十分に味わ

つて日々の親子の時間をお過ごし下さい。

~認知症は予防できる~

運動プラス脳を使うことで記憶カアップ!!

皆さんもご存じのように、2012年時点で65歳以上の高齢者のうち認知症の人は462万人にのぼ

り、2025年には、700万人に達すると言われています。

認知症は記憶能力が年齢とともに低下して生じるため、物忘れが気になりだしたら早めに予防に取

り組むことが大切です。最近の研究で、運動は生活習慣病対策と認知症の危険性を下げる効果がわ

かってきました。

【効果的運動とは】

基本は有酸素運動

運動時間と回数:1日30分間(10分間を3回でも)週3回程度

1、息が少し上がる程度の運動 2、脳を使う

①ウォーキング

②階段や踏み台などを使う昇降運動

③その場で、ももを大きく上げ足踏む、両足を

前後・左右に大きく踏み込むなど

※運動する際、持病のある方は、かかりつけ

医と相談の上運動してください。

中村 代

③野菜や果物の名前をあげる

④号令をかける2の倍数、3の倍数で手を叩

いたり、ももを叩くなど。

※1と2を同時に行うことで、記憶力が向上し認

知症予防が期待できます。

"継続は力なり"の言葉があるように、まずは、できることからチャレンジしてみまよう!!

"運動しながら脳を使う"

矢向ケアプラ

045-573-0020

①足し算や引き算を行う

②しりとりをする
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永井豊美枝さん

江ケ崎町で最も古いお店である「(有)永井商店」は、

四代にわたり、寿徳寺や八幡宮、町内会など、いわゆる

「町(村)の仕事」のほとんどに係わってこられました。

豊美枝さんの父豊一さんは昭和40年から10年問、

江ケ崎自治会(当時)の会長を務められ、江ケ崎公会堂

の新築や現町内会の組織基礎づくりに尽力されました。

また、末娘が矢向中在学中には、PTA会長を務められ、

開校まもない同校のグランド整備や植樹などの環境整

備に力をそそがれました。

豊美枝さんのご主人義さんも長い間、神社世話人会

の役員を務められました。

長男の信義(のぶただ)さんも、寿徳寺や八幡宮など

の役員として、地域のために活躍中です。

生まれ 昭和20年(1945)2月23日満70歳酉化り)年
横浜市鶴見区江ケ崎町(あやめ地区)

四人姉妹の長女

園芸→庭いじのランを育てている

食ぺ物→好き嫌いはありません。

戦後の食縄難を知る世代です。なんでもおいしく

いただいてい苦す。
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一江ケ崎生まれ江ケ崎育ち

昭和20年終戦の半年前に、あやめ地区・永井商
店の長女として生漆れました。父は出征中で、戦時
下での誕生でしたが「豊美枝は防空壕でよく寝てよ

く育った」といわれました。それ以来70年問、この
地を一度も離れることなく過ごしてき荻した。

小さいころは、お店だけでなく、田んぽも畑もあ

のましたので、田植えや脱穀などを手伝いました。
ジャガイモを植える時、蜘り口に藁灰を付けると

か、縄をなうとか、祖父から農作業のことも、結構

教えてもらいました。勉強より、家のことを手伝う
時問のほうが多かったように思います。

点在する民家のほかは、田や畑が広がっていました。

操車場のシンボルでした跨線橋も架け替えられ、
往時とは、ずいぶんと変わったものです。

一昭和40卸二十歳で結婚

昭和40年、二十歳で結婚しました。

主人は、茨城に嫁いだ叔母の縁で、水戸の癒記学

校を終えてのち、私が小学生の頃には、すでに永井

商店で働いていました。10歳年上で、店の仕事のほ
か、学校に遅刻しそうな私の送迎を引き受けてくれ
るなど、まるで兄のような存在でした。昭和41任と

42年に長男次男が、昭和46年長女が誕生しました。
主人は 60年近く永井商店に一所懸命尽くしてく

れたのですが、 5年前に亡くなのました。

一創業90年永井商店(ざるや)のこと

一昭和26年矢向小学校入学

昭和26葬矢向小学校に入りました。江ケ崎からの
同学年は、男7名女10名の計17名もの大人数でし

た。江ケ崎の人口はまだ少なかったころですから、
同学年がこんなに多かったのは、めずらしいことで
した。

このころ、旧新鶴見操車場はフル稼動しており、
SLが吐き出す煤煙,白煙のなか、江ケ崎跨線橋を
渡っての通学でした。登下校時、跨線橋から江ケ崎
をみると、東電と自動車鋳物以外大きな建物はなく、

「水田多く陸田少なし。農家28軒」といわれた江戸

期から、わが家も田畑を耕してきたようです。

半農半商となったのは祖父の時代からと思います。
若いころの祖父は、農業の傍ら、鶴見川の舟運が盛
んでしたから、船着き場(橋場)での仕事もしてい

たそうです。さらに、屋台でざるそぱや寿しを売っ
ていたと聞いています。

ですから、「ざるや」という屋号は、ざるなどの生

活具を作の商っていたからではなく、ざるそぱや寿
しを行商していたからのようです。
今でも、屋号「ざるや」(「ざあるや」と云う人もい

ます)」をいう方は、地元の人で60歳以上ですね。

昭和の始め、祖父は隈業を続けながら、店舗を持
ち万屋(よろずや)をはじめました。日曜雑貨、食

料品から文房具、酒類、たばこ、塩、砂糖などなど、
生活に必要なものはすべて揃えていました。

燃料だけみても、薪、石炭、石油、練炭、木炭、

炭、プロパン、豆炭、コークスと多種でした。
まさに、現代のコンピニですが、当時は、ほと

んどが「羅り売り」の時代で、計算は算盤ひとつ、

配達を伴うものも多かったので、大変でした。

商売上、電話を引いたの、

も町で最初でした。りヤカ

ーが一番の運搬手段だった

昭和23年にオート三輪を

購入したのも、ウチが最初

です。最近「サンカー号1

13 万円」という領収書台

が出てき家した。
この車は、狩野川台風で

江ケ崎が水害の時、救援の
毛布などの運搬に活躍しま
した。

'、゛

鳶÷入゛

現在の店舗は三代目で

す。最初の店舗は、昭和の

始め、母屋につながるよう

キヲ
'一曳

ミ述宙 、.

.、、

に建てられました。二代

目は母屋とは別棟で、角地の現在地に昭和 27年
に建てました。

現店舗は平成8年。あの阪神淡路大震災のあと

の建築基準法改正で、耐震のため地下部が大工事

となのました。その店舗も、来年で築 20年にな

のます。

インタどユーおえて

味
好

趣
噌
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江ケ崎とその周辺地域の

年中行事と暮らし(春の部)

(弥生・ヤよい)

初節句には、母親の実家から雛人形が祝われる。また、仲人さんや親
戚からも雛人形やガラスケースに入った人形なビが贈られた。お返しの
品は、大きめのひし餅五枚または三枚(奇数の方が縁起がよい)と、白
酒、鰹節またはスルメなビが選ばれた。

雛人形は早めに飾り、早目のしまうものだとは、現在でもよく耳にす
るが、天気のよい乾燥した日にしまうのが肝要のようだ。
【社日】春分の日、秋分の日に最も近い戌(いぬ)の日を「しゃにち

(社日)」といって、この日は土地の神様のお祭りといわれ、仕事を休
んだ。特に鍬や鋤で土を耕したり、土を扱うことを忌み嫌った。
【春の彼岸】春の彼岸は三月十八日から一週間で二十一日がお中口、

春分の日とよぶ。

彼岸には、ご先祖を始め、親戚、知人なビのお墓参りをする。お基に
はお花とお水とお線香を供え、食べ物や飲み物は仏壇に供えるものとい
われている。

お彼岸やお盆は、無縁仏と搭やお地蔵さまなビにも、お花やお線香を
手向け、回向するものといわれてぃる。ただ、回忌法要の時は、他のお
墓にお参りするものではないとされてぃる。

彼岸には、ぼた餅、五目御飯なビをっくり仏壇に供え、近所や親戚に
配ったりもした。

鴨志田正晴

【お節句】赤ちゃんが生まれてから、初めて迎え
える節句を初節句とよび、女の子の場合、三月
三日の桃の節句がこれにあたる。

【川堀り】四月二十四日は、村中で川堀り(川さらいともいう)の日と

決められていた。川堀りは、用水を止めて用水路の下の方から塚越の堰
までの雑草を刈り、川底の土を鋤なビで掘り上げる一日がかりの作業だ
つた。川堀りには、一家の戸主が出るのが村の決まりだった。

【焼き米っき】焼き米は四月末から五月にかけて苗代に蒔く稲の籾
種の余ったものに手を加えたこの季節だけの食べ物だ。籾を煎りながら、
臼に入れ時間をかけて擦るようにして籾を取る。別に大豆を煎り、二っ
に割るように石臼で挽く、それに焼いたコメを加えて、混ぜて出来上が
り。この焼き米、を神棚と苗代の水口に供え、豊作を依願した。

四月

(卯月・うづ割

釈迦さまの像を安置して、小振りな柄杓で、甘酒をかけてお祝いした

子ビもの頃は、瓶をさげ、お寺さんに甘酒をいただいて、家の持ち帰
つていただいたのを思い出す。

罰乞祭り】四月八日はお釈迦さまの挺生日で、正

しくは釈迦降挺会(しゃかごうたんえ)という。

寿徳寺では、山門を入り、本堂へ上る階段の前にお

五月

(皐月・さつき)

のを「うち飾り」とよんでいた。江ケ崎とその周辺地域は外のぼりの鯉
のばりを揚げていた。鯉のばりの竿(丸太)の先に矢車をっけるが、竹で
作った直径60センチほビの滝を模した籠を付けてぃる家もあった。

鯉のぼりは、上から吹き流し、次に大きな真鯉、次に赤の緋鯉と大き
い順に五、六匹揚けソ、鯉には子ビもが入れる大きさがあるので、揚げ
る前は中に入って遊んだりもした。
鯉のぼりは、昭和初期まで和紙が多かったが、その後布になり、昭和

三十年代から軽くて大夫なナイロンなビの化学纖維が素材となった。
初節句の祝いの返礼は、金額に見合う品に、柏餅、干した鱈を添え 夫

"h餅】柏餅は、家庭で作った。米粉はうるち米を製粉機で挽き、 飴

は前日に作っておいた。「柏の葉」「砂糖」なビは、矢向駅前通りの中森
商店らから購入した。

【芽立ちお神酒】苗代の苗が順調の伸びたころを見届けて、当番が芽
立ちお神酒の'、れをだした。'、れの方法は、順番が決まってぃて言葉(い
いっぎともいった)で伝えた。芽立ちお神酒が済むと、田起こしの準備
に取り掛かる。

【端午の節句】男児が挺生すると、五月の節句には
鯉のぼ のぼり旗や武者人形、兜なビを飾り祝

つた。外に飾るものを「外のぼり」屋内に飾るも

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

本稿は、鴨志田正晴さんが、近R発行予定の「わが談ち矢向・江ケ崎」に執筆
された「矢向0江ケ崎の年中行事」のダイジェスト版です。
長い間豊かな農村地域であった「江ケ崎の原風景」がよくわかる貴重な記憶と記
録です。数回に分けて連載の予定ですので、ぜひお読みください。(黒川修三)

三月


