日の「敬老の日」にちなんで、地域で活躍していらっしゃる４人にお話を伺いました。年輪を重ねて、

〜素敵に年を重ねて〜

はなまる人生 まっしぐら
９月

歳）

お年寄りが終末期を在宅
で安心して迎えられるこ
とを願って
北澤実夫さん（
「残り少ない道
手を組んで 足鳴らし
歩きたい 歩きたい」

力して自発的に

行動する素晴ら

しい仲間と出会

い、活発な意見

交換を重ねてき

ました。

自作の紙芝居づ

くりと上演

モアのセンス

組織的で継続

ットワークを構築するために

と、繊細な思

これは、北澤さんが書いた

は、当事者である高齢者自身

慮深さの両面を併せ持つ北澤

的な支えあいネ

が自分たちの課題に関心を持

さん。

の最後の一節です。
文学青年の面影を残し、白

つ必要がある。そう考えた北

『支えあいの中から』という詩

教室を開きました。当時それが珍

い帽子にサーモンピンクのシ

澤さんは、高齢者の課題を楽

の８時に子ども達を集め、テニス
しくて、テレビ局や新聞社が取材

ャツというお洒落な格好で現

め、
小学校の校長をしていた頃、
朝

豊かに花開いた大先輩の日々の暮らしの一端を、素敵な笑顔とともにお届けします。

歳）

今 楽 し い こ と？何 で も 楽 し
いですね。本もテニスもビデ
オの編集も…
中澤一雄さん（

れた北澤さんは「自称、宴会

今も、高齢者が終末期を安

に訪れたことも。
中澤さんは、今でも週３回はテ

谷戸まつりのビデオ撮影や編集

今、楽しいことは？

時間体制の

心して過ごせるようにという
北澤さんは、公民館を拠点

しい紙芝居に仕立てて市内各地

ニスを楽しんでいます。本や雑誌

めました。

部長です！」と笑顔で語り始

を読むのも楽しい時間です。

介護、看護、医療の連携」を

です。『かめ造

年前に
大事にしていることは？

モットーは？

さん』『あつこ

テーマにした紙芝居を製作中
に親しむ紫の会」「豊かな老い

さん』に続く

宴会で皆を楽しませること。
ソフトに、最近勝てるようになっ

「皆のために何かをし、
自分

に「老人クラブ金曜会」
「古典

学ぶことが、自分の進歩や成長に

のできることはないかといつ

で大活躍の中澤さんは、
谷戸公民館で開催されたビデオ講

願いを込めて「

座の終了後に立ち上がった「西東

「仲間との関わりです。
仲間から

で上演するようになりました。

京ビデオ同好会」の会員です。
師範学校卒業後に歩兵を経て飛

じたくを考える会」などを立
職場体験で取材に参加した中学

第３作目をお

ち上げ、その後、福祉活動を

にせず、実際に行動して続けるこ

も探していること」

たのだとか。

人が戦死しました。

開始。それらの活動を続ける

なるんです。学んだだけで終わり

人のうち

とを心がけています」

どれも穏やかに笑っています。

にいい表情をするんだよね」

も達に教えているときは、
本当

「やんちゃな中学生が、子ど

楽しみに。

この表情は、ご自身が子ども

大豆雛を作り始めたのは？

の展示と指導をしている飯島

に渡り、当時からものづくり

小学校２年生のときに満州

今、楽しいことは？

から…。

２人分の雛人形しかなかった

３人の娘たちのため。当時

達からもらったもの。喜んで

出しながら目や口を描いてい

くれる子ども達の笑顔を思い

ウクレレ漫談で見せるユー

生も、これには目を輝かせ「すご

行学校に入学。師範学校時代の仲
間
操縦していた飛行機の整備不良で

笑顔を求めて、

中で、他人を尊重しながら協
日々進化し

い！」と感心しきりでした。

た中澤さん。囲碁の腕前は二段で、

才でパソコン教室に通い始め
谷戸公民館で活動する互楽会囲碁

不時着したこともあり、「爆弾を積
んでいたのに無事だったのは、本

歳）

ものづくりを・・・
飯島英夫さん（

芝 久 保 公 民 館 の ロ ビ ー で、

さん。飯島さんの大豆雛を見

年

好奇心と努力の人、中澤さんは、

当に運が良かった」と振り返りま

す。
を見つめる会」を立ち上げて

公民館では、講座や仲間との学

ます。
習を通して「だれもが人間らしく

毎年雛まつりの季節に大豆雛
「結婚後も仕事を続けたかった

間、活動を続けています。
けれど、家族の身体が弱かったこ

「草木の手入れをしたり、
桜

が好きで、小さい子ども達を

じで、手を入れ過ぎても、手

の花のつくまでの過程を見る

を入れなさ過ぎても上手く育

のが好き。草木は子育てと同

本格的なものづくりのきっ

たない。必要なのは愛情と試

集めてものづくりをして遊ん

かけは、青少年育成のための

練だね」

でいました。

子ども達への「凧づくり」か

も達に指導したことから始ま

に誘い、中学生と一緒に子ど

「凧づくり」
指導のサポート役

て続けています。

たな命を生み、育

「手」は、今も新

島さんの力強い

ものづくりを重ねてきた飯

りました。

い た 中 学 生 た ち に 声 を 掛 け、

ら。体育館の裏でたむろして

大豆雛の顔の表情が愛らしく、

ると、小さな大豆に描かれた
今楽しいことは？

を学びました。

暮らせるようにする」ための課題
年前に芝

ともあってね…」

参加しました。

大学時代は、原水爆反対運動にも

す。昨年買ったパソコン用の囲碁

続けていま

年から谷戸町で暮らし始

将棋同好会のメンバーでもありま

す。
昭和

歳）

公民館の学びから、人間らし
く生きることを学びました
永田和子さん（

静岡県で生まれ育った永田さん

ＰＴＡ活動を経て、

久保町に転入。芝久保公民館の設

三世代交流事業で地区会館の子
どもたちと遊ぶことかしら…。

立当初から運営に関わってきまし
た。今も芝久保公民館利用者連絡

大事にしていること、モットー

る原動力は平和への熱い思いなの

永田さんを常に突き動かしてい

したい」

いつも平和のために役立つことを

「平和のために人をつなぐこと。

会のメンバーとして、サークルと
公民館をつないでいます。
芝久保公民館では「昭和史を考
える講座」に参加し、人権につい
年間。

て深く考えるようになり、「昭和史
を考える会」を立ち上げて

かもしれません。

谷戸図書館
（☎421－4545）へお問い合わせを

目の不自由な方に声の「公民館だより」をお届けしています

北澤さんの紙芝居の展示
９月15日
（木）
～21日
（水）西東京市民会館１Ｆ
紙芝居上演
11月19日
（土）15時～

西東京市民会館 ５Ｆプレイルーム
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