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　今年は梅雨が長かったかと思えば、一気に夏が
やってきました。今年もうだるような猛暑の8月
になり、夕涼みを兼ねて、恒例となった希望の郷
の花火大会が3日の暗くなるのを待って夕方から
行われました。当日は、ボランティアの方たちも
大勢来てくださり、準備されたかき氷にもみんな
で群がり、ワイワイと賑やかなスタートです。
　手持ち花火を持つと、消えないように消えない
ようにと持ち方を工夫したりする人や、ちょっと
振り回すように火花の勢いを楽しんだり、静かに
じっとその彩を眺める人とそれぞれにとても素敵
な表情で楽しんでくれています。ねずみ花火に火
がつけられると、シュルシュルと動き回る花火に
キャーキャーと歓声が上がり、１０ｍ位の高さに
なった打ち上げ花火にも、みんなで一斉に見上げ
ては美しく拡
がるその光に
「オー!」といっ
た感嘆の声が
上がります。

緑多き獺郷の夏の夜空に広がる星々は都会と
は少し違うと思っているところ、小さな花火
の色さえも、ひときわ華やかに感じて、また
その火花の明るさに満面の笑顔が映し出され
ると、実に穏やかな幸せ感を感じます。花火
のごとく、あっという間のひとときでしたが、
心に優しさがしみてくるとても風情を感じる
素敵な会になりました。

花火大会 が行われました夏の
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「夏だ！祭りだ！」

　８月に入ると希望の郷のみなさんはウキウキ
ソワソワ…　　８月 25 日に開催される村まつ
りのことが気になって仕方ありません。
　毎日笑顔で挨拶をしてくださる八巻智子さん
もその一人。「屋台で何を買うか決めました
か？」と尋ねると、あれと、これと…と嬉しそ
うに答えてくれます。まつりの飾りで使用する
花作りを入居者の方に協力して頂き、気分を盛
り上げてまつりの当日を迎えます。暑い夏もま
つりが終わればいよいよ秋の到来。希望の郷の
夏最後の風物詩を入居者・職員ともにいろんな
思いを胸に楽しみます。

家族と村まつり

　まつりと言えば、家族会でバザーなどの模
擬店を開いては、猛暑の中賑やかにたくまし
く参加しています。希望の郷の家族は皆長い
お付き合いで気心も知れて、入居している人
たちもみんな家族のようで、当日は一緒に浮
かれ気分で過ごします。大勢の人たちの盛り
上がりに毎回このまつりの凄さを感じていま
すが、あちこちの模擬店で買ったものを食べ
たり、踊りや太鼓を見たり、大抽選会で盛り
上がったり、大変と言いつつも、実際とても
楽しいです。子供と一日中触れ合って、短い
ような長いような一日は、あっという間に過
ぎてしまいます。

る出店を見つけては義理堅く購入を即決する光
景もありました。
　入居者さんには、各 2 名ほどのボランティア
さんがついてくださって回るのですが、やさし
く話を聞いたり、車いすの押し方を工夫してく
れたりと良くしてくださるので、時間がきて「ま
たね。」と言いつつも、お別れするのは皆さん
寂しそうです。
　大抽選会の景品はいろめき立つ物ばかりで、
自分の番号が呼ばれないかと皆さん前のめりに
なって集中しました。お祭りから帰ると、お留
守番の職員に買ったものや貰ったものを見せた
りして、楽しかった一日の余韻に浸りました。

　今年もふくし村まつりが盛大に行われまし
た。22 店の模擬店がずらりと並び、いろいろ
なお店からいい匂いがしてきます。太鼓の音は
開始の合図です。高校生たちの素晴らしい吹奏
楽にも感銘し、今年も沢山の景品が並ぶ楽しみ
のオオトリは大抽選会です。
　開催時間は去年と変わって、夕方からの開催
に戻りました。それでも、ムッとする暑さが残っ
ていましたが、入居者さんは準備ができるとお
小遣いを握りしめて、ボランティアさんをせか
すように部屋を飛び出していきました。
良い物はないかとじっくり品定めをしているか
と思えば、知り合いの職員が売り子になってい
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せせらぎ会だより    さて、今月はラグビーファンならずとも熱い視線
を向ける、ワールドカップが日本で開催されます。
ラグビーと云えば、one for all、all for one(一人
は皆の為に、皆は一つの目的の為に)。との、文言
が思い浮かびます。実は、この言葉の原典は、アレ
クサンドル・デュマの小説、三銃士からの引用とさ
れています。　いずれにせよ、闘うラガーマンにとっ
ては確乎たる地位を得た名言に違いありません。日
本代表の桜ジャージの活躍を、大いに応援したいも
のです。　
　そんな訳で、もう暫くは、日本列島の熱気は冷め
ようにありません。１６日は、敬老の日。２３日は、
秋分の日。とかく、季節の変わり目は、食欲不振・
睡眠不足等・・・体調不良の原因にもなりがちです。
　皆様、くれぐれもご自愛ください。            

文責.自治会(K.I)

　毎年、春と秋を呼び起こす決まり文句。が、今年
はちょっと不評です。　
　長く続いた梅雨寒の七月。一転した八月の猛暑。
そして迎えた九月。爽やかな風とは裏腹に、いまだ
閉口する残暑。あちらこちらで、ため息交じりの声
が聞こえて来ます。「暑さ寒さも彼岸まで｣。この冒
頭の文言が、地球温暖化の影響で齟齬を来さない様
に、私達は半径５メートルの生活圏での環境問題に
取り組みたいものです。

　暑さ寒さも彼岸まで！

家族部会　　眞鍋　直規
　昨年より増して蒸し暑い日々が続いた夏でした。9/20から、ラグビーワールドカップが始まり
ますが、種目によってはラグビー以上に激しいパラリンピック。チケット販売も準備され、いよ
いよ開催まで一年を切りました。競技を見て楽しむだけでなく、競技者にまつわる逸話などを聞
けるのも楽しみです。さて、光友会では、9/13の希望寄席だけでなく、11/23に文化祭が企画
されています。「地域にオープンにされた湘南希望の郷」の展示も予定されていますので、知らな
かった身近な情報などに触れる良い機会ではないでしょうか。
　ところで、家族部会情報発信の場として、岡田旧部会長の発案で始まりましたこのコラム、2011年12月
号（No.301）～ 2012年6月号（No.307）岡田旧部会長、2012年7月号（No.308）、8月号（No.309）
和井田旧代議員、2012年9月号（No. 310）～ 2019年9月号（No.393）眞鍋が担当して参りましたが、
後任がいないため、一度閉めさせてもらうことにしました。今まで長きに亘り、行事案内を主として書いて
参りましたが、拙い文にお付き合いいただきありがとうございました。別の形で皆様のご意見が反映される
ようなコラムが生まれることを願っております。

＜9月・10月の行事予定＞
◆9月13日（金）17:30開場、18:30開演　希望寄席
◇10月7日（月）10:30 ～ 12:00　家族部会定例会（4）ライフ湘南会議室
（会場がライフ湘南になりますので、お気を付け下さい。）

湘南希望の郷  家族部会の皆さまへ

タカサゴユリ　　
テッポウユリに似た少し大きめの細長い白い花をつけます。
種子を多くつけ、風で運ばれてきて、いつの間にか根を張り花をつけます。
球根なのに連作せず、数年で姿を消してしまいます。
今年のゴーズガーデンにはこの来客がたくさん花を見せてくれました。
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藤沢病院  石井Dr.来診        
５日(木)

厚誠会歯科検診　　　　　　　
３日(火)１０日(火)

　１７日(火) ２４日(火) 

御所見病院  安田Dr.来診
１１日(水) ２５日(水)

編 集 後 記

◆９月の予定◆
健康課より

行事
希望寄席　　　　　　　　　１３日（金）

寿の集い　　　　　　　　　１８日（水） 　9月を迎えて、うだるような気候が続いております
が、皆様はいかがお過ごしでしょうか。せっかくの夏
なので花火や海に行きたーいなんて思うものの、暑さ
にやられて、外へ出かけたくなーいと思う事の繰り返
しでした。そんな毎日に、少し前から家で出来る事を
やろう！と思い、携帯のアプリケーションで自分で歌
を歌って投稿できるという物をみつけて、熱くて外に
出るのがいやだなぁって時には、歌って投稿をしてい
ます。歌う事をきめたきっかけとして、自分にとって
歌を歌う事が心の安らぎであり、落ち着けることが決
め手でした。今では、配信も出来るようになり、定期
的に配信をしたりもしています。
　皆様もどうか、この暑い夏を乗り越えるためにも安
らぎや癒しを見つけてみてはいかがでしょうか？
（Ｔ・Ｓ）

　光友会に 1985（昭和 60）年４月１日に就職
してから 34 年と４ヶ月ほどですが、８月 15
日をもって退職することになりました。４月か
ら新事業の責任者となり、2020 年１月開所に
向けて、光友会基本理念の実現を目指し、皆様
にご協力のお願いを何度もしてきました。私事
ですが、４月から兄（74 歳）が入院手術、母

（94 歳）の介護の手伝いな
ど休みが多くなり、やむを
得ず退職願いを受理してい
ただきました。大変申し訳
ありません。１月開所から
は、よろしければ時間を見

つけてお手伝いに伺いたいと思います。
　僕の頭上右に五十嵐光雄先生のお顔、左に五
十嵐理事長の動くお姿があります。お二人のお
教えも中途のままで恐縮するばかりです。
湘南希望の郷で心優しく働く職員の皆さん、笑
顔の住人さん、そして、ご家族の皆様に感謝申
し上げます。
　連日の仕事は離れますが、まだまだ勉強しな
ければならないことが山積みです。この山積み
をひもといていけますようお力添えをいただけ
たらと思います。今後ともよろしくお願いしま
す。また、皆様がいつもお元気でありますよう
お祈りいたします。

アイスの日
　今年も元職員さんから北海道の本格濃厚アイスク
リームがプレゼントとして届きました。8 月 15・16
日にいただきましたが、ミルクショコラの 2 色のア
イスは実にクリーミーで美味しくて、入居者さんたち
は大喜びです。口に入れた瞬間に満面の
笑顔に変わり、次の一口が待ち遠しいく
らいに夢中で頬張りました。冷たい
アイスのお礼のお手紙には、うれ
しかった熱い思いをいっぱい書い
て送ろうと思います。

感　謝
第３代施設長（Ｈ13～Ｈ15年）本谷　守

文化祭のお知らせ
　毎年文化祭と運動会を交互に開催していま
すが、今年は、11 月 23 日（土）に、文化祭
が行われます。構想は練りに練り、準備が着々
と進んでいます。
　目玉は、プロのカメラマン　齋藤陽道さん
（人気俳優の窪田正孝さんのフォトブックも手
掛けています）が入居者さんの普段の生活を
とってくださって、湘南希望の郷に張り出さ
れます。皆さん、ぜひ来てください。


