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住吉半沢自主防災隊 
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古くなった布を約５㎜巾に裂いて織

り上げる「裂織」は、生地が薄くなった

着物などを再利用せざるを得なかった

先人たちの生活の知恵だと思います。 

５年ほど前にテレビで「裂織」を知り、

その技法を知るため佐渡島を訪ねました。

そこで偶然知り合った宮大工に織機を

特別に作っていただき、趣味で「裂織」

を楽しんでいます。織り上がった反物は、

テーブルセンター、タペストリー、バック、

ベストなどに加工します。 

没頭していると、嫌なことや辛いこと

を忘れられますし、「裂織」を通じてい

ろんな人と出会えるのが嬉しいです。 

 

セーター、バスタオル、シーツ、ネ

クタイ、ストッキングなど、何でも織る

ことができます。蚊帳をごみで出され

る方がいますが、わたしにとっては貴

重な素材です。 

昔は物が無くて「裂織」が生まれま

したが、今はごみを出さないために「裂

織」はとても有効だと思います。一人

でも多くの方にこれを知っていただき、

仲間を増やしていけたらと思います。

特に子供や障害者は固定観念に捕

われないきれいな色を織り上げるので、

将来はそういう人たちのために何か

お手伝いができたらと思っています。 

元
気
な ひ と 市内などで元気に 

活躍している人を紹介します。 
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メ モ 住吉二丁目と三丁目を合わせて

住吉半沢自主防災隊を結成してい

ます。三丁目は、住吉半沢で生まれ

育った方ばかりですが、二丁目は、

宅地造成や企業誘致などにより新し

く移り住んだ方が多いというのが特徴

です。 

阪神・淡路大震災を教訓にできた自

主防災隊を、形だけのものでなく、自分

たちのもにしていくために、毎年訓練を

しています。今日、話題の東南海地震

についても、まずは自分たちのまちは自

分たちで守るを原則に、一人でも多くの

方に参加をお願いしています。一人ひ

とりが水の出し方や、ポンプの取り扱い、

ホースのつなぎ方を習得し、万一のとき

に役立てればと思います。 

������　 平成９年８月３日 

���	　72人（平成15年７月現在） 

�
���　Ｄ－１級消防ポンプ、

ホース搬送器具、救急箱、救助資機

材（ジャッキなど）、ヘルメット 
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●「裂織」を楽しんでいます 

●物を大切にする優しい心の輪を広げたい 

袋の中身は優先順位をよく吟味し、とっさの

ときに持ち出せる重さにして、家族で分担しま

しょう。重さの目安は、男性で15Kg、女性で

10Kgぐらいです。また、両手がふさがらないリ

ュックサック型のものが良いでしょう。 

阪神・淡路大震災のときに役に立ったものは、

公衆電話をかけるための10円玉、移動のため

の自転車、水を運ぶためのポリタンクで、手に

入りにくく絶対に必要なものは常備薬だった

そうです。 

か　や 

さき　おり 

非常持ち出し袋のコツ 
はん　ざわ 



 

昨年６月に、市内に拠点を置く企

業約20社と県などの支援を受け、

総合型地域スポーツクラブとして発

足しました。ハンドボールが盛んな

県内に女子のチームがなかったため、

市民と協力し、親しみをもってプレ

ーや応援できる環境をつくろうと関

係者に呼びかけたことがきっかけで

した。このようなスタイルで設立し

たクラブは、全国的にも多くはあり

ません。 

 

部員は、会社員12人、主婦１人、

大学生２人の合計15人です。練習は、

週５日、18時 30 分から 21時まで

約２時間半、稲生高校体育館また

はホンダ健保体育館で行っています。

昨年発足間もなく、８月に開かれた

ジャパンオープントーナメント大会で

全国優勝を飾ることができました。

今年も８月 12 日から14 日まで埼玉

県で開かれた同大会で優勝し２連覇

を飾ることができました。 

 

官民の支援体制を生かし、チーム

の強化のみならず、これからはハン

ドボールがより多くの市民に広がり、

親しまれるスポーツになるように努め

ていきたいと思います。また、将来

的には、ハンドボールのみならず野球、

サッカーなどのスポーツも含めた、一

人でも多くの市民の方が参加してい

ただける地域のスポーツクラブを目

指していきますので、応援をよろしく

お願いします。 

か か 
元
気
な 

市内などで元気に 
活躍しているサークルを紹介します。 

三重花菖蒲ハンドボールクラブ 
（代表　 向井　弘光さん） 
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情報局 
次回の募集は、11月５日号掲載分です。 
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●総合型地域スポーツクラブ ●全国制覇 ●地域に根ざす 
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