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Ｂe e テラス設計者 名城大学 理工学部 建築学科
神谷尚輝さん・西本帆乃加さん・羽場駿也さん

縁側
お披露目

開催

Beeテラスカフェ音楽会

地域の縁側 グリーン・ラソ
４月２３日(土) 午後１時～３時
雨天の場合は、４月２９日(金)に延期

街角ピアノ
お楽しみゲスト ＆ どなたでも

ギター演奏

他

テラスから祈りをこめて
代表理事

山﨑紀恵子

日頃は目を通すのがやっとなので、１カ月分の新聞をじっくり読み返すのが密かな楽しみです。
事のてん末が理解できるし、気になる記事を切り取るのは楽しい作業です。ただ、どう考えても理
解できないのがロシアのウクライナ侵攻です。今年に入り徐々に緊張が高まっていましたが、まさ
かこの時代に本当に戦争を起こすなんて信じられません。建物が次々に破壊され、市民にも多くの
犠牲者が出ています。壊されていくのはふだんの暮らしの幸せ、自由、笑顔、子どもたちの夢、未
来……。ロシアの蛮行に心が痛み、終息を願うばかりです。

空爆で多くの市民が亡くなった日、「地域の縁側 グリーン・ラソ」に縁側が完成しました。その
企画を考え、支えてくださったのが「縁側ワークショップ」に集まった様々な職種の皆さんです。
特に、建築関係の方々がいらしたことで、これまでにない発想、これまでにない人との出会いや展
開が生まれました。その一つ「縁側即日実施コンペ」では、強度を損なわず少ない材料でできる
「ハニカム構造」の作品が受賞。学生さんが付けてくれた「Beeテラス」という名前も、とても気に
入っています。蜂の巣だけでなく亀の甲羅も六角形ということから、六角形には長寿や健康、幸運
の意味も含まれているそうです。完成までの過程に感謝するとともに、地域の皆さまにも投票から
関わっていただき、製作できたことを何より嬉しく思います。この「Beeテラス」を含めた居場所の
可能性を、多くの皆さまにご提案いただきたいと思っています。

私たちが人と人との絆やつながりを大切にしたいと願うのは、ささやかながら、ふだんの暮らし
の幸せや世界平和にもつながっているような気がします。これからも決して破壊ではなく、笑顔や
夢を積み上げたまちづくりを、皆さまとご一緒に進めていきたいと思っています。

「即日コンペ」参加10チームの作品 （講評 審査員より）
はにかみ縁側(最優秀賞)

ろっかく(優秀賞）

１７票

寄せあい(審査員特別賞) １２票

５票

サッシ枠に木のフレームをはめ込み、
使い勝手と柔らかい雰囲気作り、畳の
ベンチ作りという意欲作。

みんながあつまる 心ははずむ

組み合わせ自由自在な移動家具は、机
にも、椅子にも、ディスプレイ棚にも
なるという工夫。

繋がりの輪

５票

４票

変形可能なベンチ作りや、既存ベンチ
を利用した映えスポットの提案等、話
題提供に期待。

交わる、地域が広がる あなたの居場所

曲線の縁側に、地域の助け合いの輪を
連想。テーブルの形は変幻自在で様々
なシーンに対応する。

曲線の縁側

４票

３票

屋外方向へ向けた長い曲線の
ベンチは嬉しいが、内外の境
界性を際立たせる可能性は否
めず惜しい。

地域の縁側

１票

一 本の 曲線 に沿 った 段差を 作る こと
で、様々なストーリーを描く構想。人
の賑わいが読み込めず残念。

DIYで製作しやすく、柔軟に変化しやす
い小型な家具の組み合わせとステージ
のアイデアは抜群。

不即不離

１０票

六角形を組み合わせて作るというDIY
のしやすさと、ディスプレイとしての
提案力を評価。

実現の可能性と、デザインの力によっ
てグリーン・ラソにどのような変化が
起こるのか楽しみな作品。

イロトリドリ(審査員特別賞)

地域票数

２８票

「ここにひさしがあれば嬉しい」と地域票
数トップ。今回のテーマを飛び越え、町の
公共施設の屋外空間に、天候を気にするこ
となく利用できる“ひさし”の存在が求め
られていると気づきを与えてくれた。

思い切ってデイサービスを利用されるようになり、新たな楽しみを見つけられた、年の近いダンディな
お二人。昔取った杵柄を活かし、イキイキとご自分らしく過ごされている様子をご紹介します。

昭和23年生まれのＴさん。

昭和22年生まれのＵさん。

お好きなバドミントンや

デイを自分の体のメンテナンス

アーチェリーなど、いつま

の場として、午前中に3000歩を

でも楽しめるよう、上肢を

目標に歩くなど、自分のペース

鍛えています。

で取り組まれています。

畑で収穫中。長年されてき

午後２時半からはお決まりの

た野菜作りのノウハウを教

一人カラオケの時間。70年代

えてくださいます。再び土

のフォークソングを次々に歌

いじりができる、充実した

われ、楽しまれています。

ひとときです。
誰にでも気さくに声をかけ、
場を和ませてくださる人気
者。得意な中国語も何かに役
立てたいと意気揚々と話され

得意の英語で交流できる「レ
ッツ英語」のプログラムがお
気に入り。流暢な発音で皆さ
んから一目置かれています。

ます。

障がい者総合支援法による生活介護

「やりたい事」や「やってみたい事」を見つけ、コツコツとご自分のペースで進めてきたさくさくの
皆さん。その体験を通して「これを続けたい」「今度はこれをやってみようかなあ」と次の目標が見
えてきました。今年度も、お一人お一人の想いが実現していく過程を丁寧にサポートしていきます。

継続は力なり ～絆の車の掃除～

目標に向けて ～モチベーションＵＰ～

暑い日も寒い日も洗車をして

体力維持のため、歩行訓練を

くださったＴさん。ついに、

始めたＮさん。しかし、なか

１００台を達成！！「車が好

なかモチベーションが上がら

きで、絆への恩返しのつもり

ない日も。そこで 「ドームに

でやっているから、これから

野球観戦に行く」という目標を

も続けたい」と今後の抱負を

立てました。今はその日を楽

語ってくれました。

しみに頑張っています。

初めての体験 ～小学校の福祉交流会へ～
「視覚障害のことや自分の体験を知ってもらえて良かった！」と話してくれた
Ｉさん。これまで自分のことを発信する機会がありませんでしたが、自分でも
誰かに伝えられることがあると気づくきっかけになりました。
小学生との交流で刺激をもらったＩさんは、一人でも取り組めるハーモニカに
挑戦することに。スキマ時間を使って練習中です。

地域に開かれた縁側

「Ｂｅｅテラス」

最優秀賞の決定

誕生物語

一次審査と二次審査を通して高く評価されたのは、名城大学の３人が設計した 「はにかみ縁側」で、
非常にバランスのよい提案でした。絆の活動状況も調査した上で、その活動にデザインの力が加
わるとどのように屋外への滲み出しが起こるのかが明確に提案され、縁側空間を魅力的な居場所

即日コンペ開催の経緯

とするストーリーが丁寧に語られていました。

「かさでらのまち食堂」の宮本久美子さんを講師にお招きして開催した 「居場所セミナー」 で 「地域の

使ってみたい、くつろいでみたいという想いに留まらず、使い手側のアイデアを掘り起こすきっ

縁側グリーン・ラソ と ラソ・プラザを更に活用できるように、一緒に考えてくれませんか？」 と「縁側ワーク

かけとなり得るという点も高い評価を受け、最優秀賞に選出されました。

ショップ」のメンバーを募ったところ、20代～70代 24名の多職種の方がご参加くださいました。

縁側という要素に留まることなく地域の方との活動の幅をも広げてくれる、そんな開かれた縁側
となることでしょう。（審査員 宮本久美子さんの講評から抜粋）

縁側ワークショップでは、「入っていいかわからない」 「何をしているかわ

かりにくい」 「学生や若い人が入りにくい」 「縁側がない」 等の忌憚ないご
意見をいただき、「まずは縁側を手作りしよう！」 ということになりました。
せっかくならば、建築を学ぶ大学生に設計してもらったらよいアイデ
アが出るのではないかと、建築学科のある県内16大学にご案内をさせ
ていただき、「地域に開かれた縁側 即日実施コンペ」を開催するこ
とになりました。

縁側ワークショップの風景

コンペ参加者･運営ボランティアさん

審査員の皆さん
受賞した神谷さん・西本さん
羽場さん(Zoom参加)

縁側の設計テーマ
縁側の製作

①

多世代、多様な人が座れて、居心地がよく、交流が生まれる工夫がある

②

予算は15万円程度で、地域の方とワークショップ(１～２日のDIY)でできる木製である

学生さんの設計、関建築さんのご協力、地域の皆さんのご参加、どれ一つ欠けても縁側が完成する

③

イベントでも使えるよう一部は移動でき、持ち運びや収納がしやすい

ことはなかったでしょう。絆としても、ワークショップで大物を造る体験は全く初めてのことでした。

④

内と外の中間領域の在り方を提案するデザインで、人を室内に導く工夫がある

小学生が大学生に電動ドライバーの使い方を教えてもらったり、
「すごいねー」って褒めてもらったり……。初対面で少し緊張し
ていた子どもも大人も、いつの間にか打ち解け、笑顔があふれ、
あたたかい雰囲気に包まれながらの作業でした。関わってくれた

いよいよ即日コンペ！

方、10代～70代 総勢51名。
エントリーしてくださった愛知淑徳大学、金城学院大学、

六角形の蜂の巣を組み合わせた「ハニカム構造」を使って

椙山女学園大学、日本福祉大学、名城大学 10組24名の学

いることから、学生さんが 「Beeテラス」 と名前を付けて

生さんが、会場となった緒川児童館で和気あいあいと、白

くれました。

熱の戦い！
名古屋のシャッター街「円頓時商店街」を蘇らせた建築家
市原正人さんにも審査員をお願いしました。
時間の都合上、30分間という短い時間でしたが、完成した
10作品を外に貼りだし、０歳から90代 89名の地域の方にも
投票していただくことができました。
６人の審査員の持ち点３点に、地域票３点を案分した点数
を加えて行った公開審査。最優秀賞、優秀賞、審査員特別
賞(２作品)が選ばれました。

＜ヘルパーステーション絆＞
「住み慣れた家で、いつまでも暮らしたい」 という気持ちに添えるよう、ヘルパーがお宅へ訪問し生活
の手助けを行っています。介護保険制度や障がい福祉制度のもとで行われるサービスと、絆独自の
会員制サービス 「たすけあい」 で、お一人お一人のニーズに寄り添い、ご一緒に考えながら支援させ
ていただいています。今回はヘルパーが行う支援の一例をご紹介します。

たすけあい

移送サービス

病院の付き添いやお出かけなど、制度では
できない困りごとや、一人では難しい事な
どをお手伝いします。

福祉有償運送の対象となる
方を、病院に送迎したり、
付き添いをしています。

家事支援

身体介護
入浴・食事・トイレや移
動の介助、見守り等もし
ています。

洗濯･掃除･調理など身の回
りのお手伝いをします。

子育て支援

移動支援
障がいをお持ちの方が、
お出かけする支援をします。

東浦町委託事業

東浦町からの委託事業で、
妊婦さんや子育て中の家庭
の支援をしています。

新しいスタッフの紹介
おくだ みちえ

奥田 路得

さん

ヘルパーステーション 絆
サービス提供責任者

たけした のりよ

やまもと

竹下 法代さん

山本 浩貴

デイサービスセンター 絆

こうき

さん

さくさく工房 絆

①絆で働くきっかけ

①絆で働くきっかけ

①絆で働くきっかけ

10年前に絆と出会い、昨年の春
ヘルパーとグリーン･ラソのお
当番で再出発しました。

大学生の時に訪問し、絆の皆さ
んや雰囲気、地域との関わり方
が好きと感じたからです。

②趣味

たすけあいの活動をする中で、
初任者研修を受講し、この仕事
に就きたいと強く思うようにな
りました。

音楽好き。ハンドベルサークル

②趣味

音楽を聴く、体を動かすこと

に入りました。

洋裁、日曜大工

③意気込み

③意気込み

絆の一員として、地域の皆様に
笑顔を届け、つながっていける
ように頑張ります。

一日でも早く仕事を覚えられる
ように頑張ります。

②趣味

③意気込み
未熟者ですが、私なりに頑張り
たいと思います。よろしくお願
いします。

三密を避け、精いっぱいの予防を心がけながらオープンしています

グリーン・ラソ

地域の縁側

まかないシェフランチ
♦囲碁･将棋･麻雀

月・火・水・木・金曜日

9:30 ～ 16:30 (祝日お休み)

♦毎週水曜日は音楽の日！

火・木曜 11:30～

13:30～(14:00～の場合もあり）

月曜 12:00 ～ 16:30
火曜 13:30 ～ 16:30

懐かしのレコード鑑賞会・ギター弾き語り・歌声喫茶

♦託児ボランティアおひさまの日！

(麻雀のみ14:00～)

金曜 12:00 ～ 16:30

毎月第２月曜日

♦体操の日
毎週金曜日 10:30 ～ 11:30

縁側ラソ市(フリマ)

♦カラオケの日
毎週木曜日 14:00 ～ 15:00

Beeテラスにて(無人販売で開催)
月曜～金曜日 9:30～16:30

♦新聞ちぎり絵 講座
毎月第２水曜日 10:30 ～ 11:30

物品のご寄付も募集中！

喫茶ラソプラザ

居場所なんでも相談
4月7日⁽木⁾・6月2日⁽木⁾
19:00～20:00
「かさでらのまち食堂」宮本久美子さん

が毎回来てくださいます。

火・水・木・金曜日 9:00 ～ 15:３0

モーニング 9:00 ～ 11:30
ランチ

10:30～11:30(出入り自由)

ラソの利用や居場所の相談何でも！

♦イベントに参加される方は、参加費100円(ドリンク付)がかかります

地域の縁側

♦まちの小さな美術館
<４月> 新井山昭司さん

11:30 ～ 13:30

など

(月曜・祝日お休み)

♦健康体操
第３金曜日 13:30～14:30

<５月> 障害者地域活動支援センター ♦まちの保健室

【水･金】ボランチ
【火･木】うどん･焼きそば･カレーライス

第２木曜日

<６月> つむさん
<７月> 地域活動支援センター

♦歌声喫茶

ほろ酔いラソ

第１･３･４火曜日 14:00～15:00
♦ハープ＆アコーディオンの演奏会

4月19日⁽火⁾
5月17日⁽火⁾
6月21日⁽火⁾

4月21日(木）13:30～14:30

16:00～18:30

必ず不織布のマスクをご着用ください

♦イベントに参加される方は、一品ご注文ください

13:30～14:30

ラソ市（フリマ）開催
毎月第3木曜日

小雨決行

4月21日⁽木⁾
5月19日⁽木⁾
6月16日⁽木⁾
10:00～11:30

※４月から名称がちょっぴり変わりました。

たすけあいセンター 絆・風ハウス・あんきにきて家
４月

５月

６月

７月

時 間

風喫茶

15(金)

20(金)

17(金)

15(金)

12:30～15:30

お茶を楽しむ会

13(水)

18(水)

22(水)

20(水)

10:30～15:00

さをり織り

火曜・木曜
9(土)

火曜・木曜
11(土) 30(木)休み

火曜・木曜
9(土)

10:00～15:00

火曜・木曜
14(土) 35(火)
(木)

休み

にこにこヨガ

11･18･25(月)

9･16･30(月)

13･20･27(月)

4･11･25(月)

14:45～15:45

ビアント パン販売

13(水)･28(木)

11(水)･26(木)

1(水)･16(木)

6(水)･21(木)

午後から

シフォンケーキ販売

6(水)･22(金)

24(火)

10(金)･30(木)

13(水)･26(火)

午後から

都合により変更する場合もございます。時間や費用など詳しい内容は、お問い合わせください。

事務局からのお知らせ

2022年度 総会のお知らせ
５月２８日(土) 午後１時～２時

新規賛助会員募集中！

新型コロナウイルス感染拡大状況を鑑み、

絆の活動は、皆さまからいただく年会費で支えられてい
ます。ぜひ賛助会員となってご支援ください。
年会費は個人・団体とも 3,000円です。

縮小して開催する場合もございます。

助成金をいただきました

今後ともご支援賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

感謝を持ってご報告いたします

【お振込先】ゆうちょ銀行 【口座名】特定非営利活動法人 絆

一般財団法人白寿会より助成いただき、福祉

【口座番号】0 0 8 8 0 - 7 - 4 7 6 3 2

車両のタントとムーブを購入しました。

①楽天銀行へのお振込み ②クレジット決済
寄付サイト：コングラント
https://congrant.com/project/kizuna/2101

活動実績(2021年12月～2022年2月)
たすけあい
活動

12月

訪問介護

障がい福祉
居宅・移動支援等

通所介護

生活介護

相談支援

ごみ出し
支援

子育て
ヘルパー

グリーン
ラソ

ラソ
プラザ

336

228

7

185

44

572

565

719

(件)

1037(件)

422

1月

673(件)

951(件)

418 (件)

333 (人)

206(人)

9 (件)

168 (件)

46 (件)

402(人)

516(人)

2月

608(件)

927(件)

434 (件)

325 (人)

201(人)

10(件)

174 (件)

54 (件)

335(人)

425(人)

会員数

利用会員

(件)

(人)

(人)

(件)

賛助会員

活動会員

合計

159

112

574

(件)

(件)

(人)

(2021年度)
(3月4日現在)

303

(人)

(人)

(人)

(人)

編集後記
世界で起こっている悲しいニュースを観た後、ふと

春の陽気の下でのうたた寝は心地よく、また赤ちゃ

耳にしたYOASOBIの『ツバメ』という歌。心惹かれ

んのにおいは眠気を誘われるような、独特の甘いに

る言葉がいくつもありました。「悲しい気持ちに飲

おいがします。実際の調査で赤ちゃんのにおいを嗅

み込まれて 心が黒く染まりかけても 許すことで認

ぐと脳内に快楽物質のドーパミンが分泌されること

めることで 僕らは繋がり合える」そんな世界がい

が分かっています。接する人の気持ちを落ち着かせ、

つか広がっていくことを願い、身近な人たちの気持

幸せな気分にさせてくれるのは、小さく弱い赤ちゃ

ちに寄り添いながら過ごしていきたいです。(森）

んが自分を守る自然の術かもしれません。（石松）

< 絆 の 事 業 >
たすけあい事業

介護保険事業

地域ふれあい事業

たすけあい 絆
福祉有償運送

ヘルパーステーション 絆
デイサービスセンター 絆

さをり織り講座

障がい福祉事業

ヘルパーステーション 絆
さくさく工房 絆(生活介護)
相談支援センター 絆
地域の縁側

グリーン･ラソ

コミュニティカフェ

東浦町委託事業
ゴミ出し支援(環境課)
子育て支援ヘルパー(児童課)
福祉拠点普及促進コーディネート(ふくし課)

０５６２-８４-７８３６

〒470-2102 愛知県知多郡東浦町緒川屋敷弐区６１-１
０５６２-２２-２００５
喫茶ラソプラザ
〒470-2103 愛知県知多郡東浦町石浜菰蓋１－１４３
地域の縁側

〒470-2102
愛知県知多郡東浦町緒川北赤坂３５番地の１
TEL 0562-83-7563 ・ FAX 0562-83-7518
e-mail info@kizuna.aichi.jp
https://tasukeai-kizuna.jp/
絆のＨＰ

発行：認定ＮＰＯ法人 絆
０５６２-８３-７５６３
月曜日～金曜日 9:00 ～ 17:00
(お盆・年末年始を除く）
時間外 ０９０-３９３０-３０４２

