
 

平成13年4月に、ユニセフへの継

続的な寄付と、子どもの問題につい

て話し合うという２つの柱を目的とし

たグループ「すいれん鈴鹿」を設立

しました。濁った池できれいに咲く「ス

イレン」にあやかり、俗世の中でも子

どもたちが美しく命の花を咲かせてほ

しいという気持ちを込めて、命名しま

した。 

 

終戦の翌年に小学校へ入学したわ

たしたちが、極端な食糧難の中でも

無事育ったのは、ミルク給食のおかげ

だと思っています。大人になって、そ

れがユニセフの支援の一つであった

と知りました。戦後、日本は1949年か

ら15年間、原綿、医薬品、脱脂粉乳

など、今のお金に換算すると1,300億

円相当の支援を受けたとのことです。 

 

戦争で爆撃・破壊をする一方で、

その復興に多額のお金を投じる矛盾

を感じます。しかし、子どもたちに罪

はありません。世界中の子どもたちが

安心して成長できる環境を望み、これ

からも自分にできる活動を続けていき

たいと思います。 

三日市二丁目 下村喜久男さん 

三日市町自主防災隊 
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●「すいれん鈴鹿」を設立しました 

●ユニセフの支援で育った世代 

●子どもたちの安心を願って 
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揺れを感じたら、次の2つをまず
考えましょう。 
①身の安全を守る 
テーブルの下など安全な場所へ身を
隠し、脱出口を確保しましょう。 
②火事を出さない 
火を消すチャンスは、グラッときたとき、
揺れが止んだとき、燃え始めたときの3
度です。身の安全を確保し、落ち着いて
行動しましょう。 

グラッときたら 
三日市町は、東西0.8km、南北

1.5kmの広範な地域に800世帯強を数

えるマンモス自治会です。町内には、

樹齢1,000年以上のクスの大木（飯野

神社境内）や6つの寺院があり、中に

は国宝の仏像を奉っている寺もあるた

め、火災への備えは欠かせません。 

わたしたちの自主防災隊は、阪神・

淡路大震災を教訓に、災害時には町単

位のグループの助け合いが大事だと平

成９年に結成しました。 

年1回初期消火、応急処置訓練を実

施していますが、今後は訓練回数を増

やし、災害を想定した図上訓練も実施し

たいと考えています。 

図上訓練　地図を広げて、参加者が災害時の状

況を想像しながら、避難路や被害の模様など、

話し合ったことを地図に書き込んでいく訓練 

����　平成９年６月１日 

����　41人（平成15年12月現在） 
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市内などで元気に 
活躍しているサークルを紹介します。 

ボランティアグループ　はなの会 
代表　 杉浦　昌子さん 

情報局 
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情報局 
次回の募集は、４月５日号掲載分です。 
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平成９年に発足し、今年で7年目に

入りました。一人暮らし老人や障害者

を対象にした配食サービスなどの活動

を行っています。 

グループの名称を花の名前にしようと、

あれこれ考えましたが、すべての花をあ

らわすという意味で「はなの会」と名付

けました。会のメンバーは10人で、すべ

て女性です。 

 

活動の拠点は、ある会社の好意で岸岡

町の社宅として使用していた一軒家を、廉

価な家賃で借用しています。ここで、配食

する弁当づくりやデイサービスを行ってい

ます。配食サービスは、毎週土曜日の夕

食弁当（600円）を18世帯に配っています。 

また、毎月第1水曜日の10時から15

時までは「いきいきサロン」と称した集

いの場を開いています。介護保険制度

の介護サービスを受けるまでもいかない

方たちの交流の場として、参加費1,000

円で、一緒に昼食を食べたり、本の朗読、

百人一首などを楽しんでいます。気候

の良いときには、公園や海へ散歩に出

掛けたりもします。 

 

参加した方から「来て楽しかった」「毎

回楽しみにしています」といった言葉を

聞かせていただいたり、感謝の手紙を

いただいたりします。孤独・孤立になる

ことなく、地域での生活が楽しくなるよ

うなこうした集いの空間が、市内でたく

さんできることを期待しています。 

●配食サービスとデイサービス 

●場づくりへの期待 

●発足７年目 
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