Lesson77

古紙回収の方法が変わります
当店では︑４ 月から古紙回収の方法
を見直すことになりました︒
詳しくは︑ 日折込のチラシでご確認
ください︒ご協 力のほど︑なにとぞ宜
しくお願いいたします︒
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のルールのようです︒さあどこでしょう︒
神 奈川県の道路地 図を見 て中原 街道を
西 にたどっていくと︑茅ヶ崎から相模川
を渡った平塚市に・・・にありました︒﹁中
原宿﹂という地名が︒
中 原街道は江戸品川から平塚の中原宿
へ向かう道だったのです︒この道は東海道
よりも最短で江戸につながる物流の道で
もあ りました︒中 原宿 は東海 道に接続
する宿場で︑今で言うインターチェンジの
存在 として栄えたようです︒今でも東京

●店からのお知らせ
４月の休刊日・・なし
次号さわやかインフォメーション
発行日・・︻第４日曜日︼
４月 日︵日︶
の五反 田近くには中原口 という交差点が
あります︑川崎の﹁中 原﹂は明治 に入って
中原 街道 沿いの村 が合併した際 に﹁中 原
村﹂と名づけられたものだそうです︒
○不思議な地名﹁御殿﹂？
中原街道を道路地図でたどっていると︑御
殿橋の他に不思議なことに品川に御殿山︑
川崎の小杉御殿町 ︑平 塚の中原にも御殿
という 地名 が街 道沿 いにあるのを発 見し
ました︒﹁御殿﹂とはなにか意味とつながり
があるのでしょうか︒
直線距 離で測 ってみると品川 御殿山と旭
区の御殿橋は直線で約 キロ︑ちょうど平
塚中原 御殿までの距離 とほぼ等しくなり
ます︒
実は１６０４年 に東 海道 の宿 駅が設置 さ
れる以前 は中原街道 がどちらかといえば
メインの街 道であり︑当時︑関 が原合戦を
前にした徳川家康が関東と関西を往復す
る際に利用したのが中原街道といわれてい
ます︒
﹁御殿﹂とは徳川家康が通行する際に休み
所にした場所を呼んだと伝えられている
のです︒中原宿 への中 間点に位置する旭
区内にお休み所が設けられたのではない
でしょうか︒
また︑家康は鷹狩りが好きで各地に拠点

http://
www5.ocn.ne.jp/~hidamari/
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３月に入って︑春が足踏 みをしている
様な寒さもありましたが ︑花の便りも
あちこちで聞かれ始め︑ 気分も春めい
て参りましたね︒
中 原街道 ︵県 道丸 子茅 ヶ崎 線︶
は川 崎市 と茅 ヶ崎 市を直 線的 に
結んでいる道路 です︒旭区内 では
三 ツ境︵笹 野台 ︶からズー ラシア
方 向に北 東に走 っています ︒いま
では４車線の大幹線道 路ですが︑
昭 和６０年代 に拡幅 工事 が完成
する前は道 幅６メートル位 の狭く
車 が数珠 つなぎ に通る危 険な道
路でした︒笹野台北側付近は旧道
としていまだに残っていますが︑かっ
ての交通量が嘘のように静かな道
です︒
下 川井 と都岡 交 差点 の間 に
﹁御殿 橋﹂という信 号 があるのを
ご存知ですか？今回はこの地名と
中原街道の意外な歴史を調べてみ
ました︒
○中原ってどこ？
まずは皆さん︑﹁中原﹂どこだと
思いますか︒私も今まで勘違いを
していました︒﹁えっ？川崎 の武蔵
小杉あ たりの中原 区を通 っている
からでしょ？﹂違うんです︒
八 王子 街道 ︑甲 州街 道 ︑日 光街
道いずれも︑江戸から見て行き先
をあら わすのが一 般的な街 道名
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も新しいことへの挑戦に臆病になってしまっ
たのでしょう︒﹁そう考えてくれるだけで
嬉しいわ﹂の声に﹁偉そうに言ってしまい
ましたがお約束を守れそうにありません︒﹂
と謝らなければと心から思うのです︒
﹁熱い心・冷めた頭﹂が福祉を仕事とす
る人間に求められると聞きます︒そして︑
何をするにも必要なのは﹁人・物・金﹂だ
とも言われます︒サポートしてくれる仲間
達のおかげで何とか現状を歩いているので
すが︑次々と目の前に突きつけられる現実
につぶれそうになり︑先へ進めません︒
団塊の世代の方々が地域にお帰りになる
時代と言われます︒長い間の社会生活・組
織力・専門知識を持たれた方々でしょう︒
﹁ちょっと手を貸して﹂に応えられる力強
い地域づくりに﹁あふれる力・知識﹂をお
貸しいただけないでしょうか︒新しい春・
新しい出発のとき︑心の隅に﹁貴方の力を
待っているものがあること﹂を︑とどめて
いただけたら嬉しいです︒
ひだまり荘は三ツ境に向かって中尾商店
街を抜けたところにあります︒門灯に﹁ひ
だまり荘﹂と書いてあります︒今︑メンバー
さんが植えてくださった花がたくさん咲い
ています︒お散歩の折などにお立ち寄り下
さい︒では︑又お目にかかります︒
ひだまり
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特定非営利活動法人 ひ だ ま り
中尾１
０４５ ３-９１ ８-９９１
Tel:
０４５ ３-９１ ８-９８３
Fax:
ホームページ
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中原街道の御殿橋は徳川家康のアウトドア拠点だった

プひだまり﹂を立ち上げました︒アパート
の取り壊しをきっかけに平成 年︑貸し家
に移ってからは︑忙しさにまぎれて作業所
のボランティアに行かなくなりました︒目
の前にいらっしゃるお年寄り・そのご家族︑
介護現場で見聞きする状況⁝が次々と私に
突きつけてくる新しい課題でいっぱいいっ
ぱいになってしまいました︒あの男性とお
母様の切実な声を実際に聞かせていただい
たにもかかわらず︑﹁今﹂手を出さなけれ
ば！と思うものに飛びついてしまってきた
のです︒
介護保険が毎年変わり︑利用者様方は大
変で す︒同時に事業 所も翻弄され 続け︑
ひだまり も細々と持 ちこたえて いくの
がやっとの状況です︒私の心の中には︑
聾者専用 入所施設︑ 子供達がホ ッとで
きる楽屋 ︑若年認知 症の方の働 く場︑
肢体に ハンディ を持った 方のグル ープ
ホーム︑悲しい思いをしている犬猫たちの
シェルター⁝などなど︑やりたいことが山
ほどあります︒が︑ちっぽけなＮＰＯに出
来ることなどたかが知れています︒何か活
動をするには︑様々な制約がかかり︑納得
のいかないズレがあっても行政の施策に乗
らなければ継続させることはできません︒
何とか施策に乗っても︑その施策が変更さ
れな いわ けで はあ りま せ ん︒ ある 日突 然
﹁この施策は終わり！﹂﹁助成金打ち切り！﹂
ということが度々起きるのです︒何も分か
らず︑やりたいと思ったことをポンと始め
られた頃が懐かしいです︒私なりに色々経
験してしまったため︑必要と分かっていて
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2007. 3.25.
〒241−0816旭区笹野台4-65-12
TEL:0120-57-0843FAX:391-7357
私はずっと謝らなければと思い続けてい
ることがあります︒
年近く前︑私はホームヘルパーの仕事
をしながら︑ボランティアとして肢体に障
害を持った方の作業所に参加していました︒
旅行にも何回か同行させていただき︑昼間
では分からない彼らの日常を知り︑ご家族
のご苦労が少し分かりました︒夜中の寝返
りのためご両親は熟睡できないこと・養護
学校を卒業しても作業所への送り迎えをし
なければならないこと︑などなど︒障害を
持たない子供を育てることさえ時間に追わ
れ自由を奪われたように思ってしまうのに︑
その何 倍も厳しい 状況︒﹁自 分の体
調が良 くないと きはつら い﹂﹁親
は先に 逝かれな い﹂⁝と異 口同音
におっ しゃいま すが︑一方 ﹁この
子がい てくれて 本当に良か った﹂
ともおっしゃるのです︒
あるとき︑ある男性のお母様が﹁自分も年
を取って体が思うようにならず︑いつまで
この子の世話が出来るのか不安﹂とおっしゃ
いました︒私はそのお母様に﹁いつか︑肢
体 に(障害をお持ち の
) 方々のグループホー
ムを作りたいです﹂と偉そうに言ってしまっ
たのです︒心底そう思ったのですが︑お母
様は私の薄っぺらな言葉を見抜いていらし
たでしょう︒﹁そう考えてくれるだけで嬉
しいわ﹂と答えてくださいました︒
その後︑私は地域の方たちの﹁ちょっと
手を貸して﹂の声に応えたいと思い︑平成
年︑古いアパートの一室で サンダルば
きのボランティア ﹁地域ケア拠点 グルー
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商

どんどん応募してね！

さ し あ げ ま す：

ご希望の方はプレゼント応募と一緒に
お書きください。

①「プロ野球選手写真名鑑」
日刊スポーツ発行オールカラー ﾊﾝﾃﾞｨ151頁

②冊子「Ａ−ＮＥＷＳ」VOL．４
朝日新聞の就職活動応援ＢＯＯＫ A4版11頁
﹁ご招待応募申込ハガキ
２( 枚分 ﹂)ご希望の方へ
申込専用ハガキをご希望の方は︑
﹁ イ． ロ希望 ﹂と ご記 入の 上︑
さわイン宛へお申し込み下さい︒
プ レゼ ント希 望と 併記 で構 いま
せ ん︒ 昼・夜 希望 があ れば ご記
入下さい︒

充分 な 入 荷を 予 定し て おり ま す
が︑在 庫不足の場合は抽選と なりま
すのでご 了承下さい︒

イ．歌 舞 伎 座

六月公演
﹃六 月 大 歌 舞 伎 ﹄ ︵ 仮 ︶
出演 未:定

六 月公 演

ロ． 新 橋 演 舞 場

﹃ おんな太閤記

ーあさひの巻﹄
出演 泉:ピン子 淡･島千景他

先月号の人気プレゼントベスト10
1
2
3
4
5
6
7
8
９
10

商品名
当選枠 応募数 倍率
ポンピドー展
15 112 7.5
あさひ亭まねき寄席
10 72 7.2
病気にならない健康食
5 36 7.2
東京ﾃｱﾄﾙ7館共通券
10 53 5.3
ﾍﾞｲｽﾀｰｽﾞVS巨人
10 43 4.3
NIKKEIなんでもﾗﾝｷﾝｸﾞ
5 13 2.6
ﾏﾘﾉｽVSｳﾞｨｯｾﾙ神戸
7 12 1.71
ｼｰｻｲﾄﾞ･ｽﾊﾟ八景島
24 40 1.67
ﾏﾘﾉｽVS柏ﾚｲｿﾙ
7
8 1.1
ﾍﾞｲｽﾀｰｽﾞﾌﾞﾚｼｰｽﾞﾝｹﾞｰﾑ
10 10 1.0

※第一希 望の登録のみを集計（応募総数 729件)

品

名

内

１ 東京テアトル７館
共通券

容

池袋･本厚木･大森などでお好きな作品が
観られる券です｡邦画中心【4月】有効
5月31日まで｡三ツ境駅よりバス有
招待券
土日は9：45〜ｴﾚﾌｧﾝﾄ･ﾗｲﾌﾞ!１枚で2名様可
招待券

３

ス カ イ ガ ー デ ン 招待券 5月31日まで。みなとみらい駅徒歩3分
横浜ﾗﾝﾄﾞﾏｰｸﾀﾜｰ69階展望フロア｡平日のみ｡

４

サンリオ
招待券 6月30日まで｡多摩ｾﾝﾀｰ駅徒歩5分
特別入場券｡ｱﾄﾗｸｼｮﾝは別料金です｡
ピューロラ ンド

2枚
1組

１５組

５

湯

２５組

６

「花」F L O W E R

2枚
1組
2枚
1組

レオナルド・
招待券 4月22日まで｡東京国立博物館（上野駅徒歩10分） 2枚
日本初公開初期の傑作「受胎告知」他天才の実像 1組
ダ・ヴィンチ

３０組

７
８

楽

の

里

特別展

世田谷美術館

藤城清治
９ 光 と 影の 世 界展
１０ VS

広

島

１1

VS

中

日

１２ VS

阪

神

１４ VS 川崎フロンターレ

招待券 5月31日まで｡瀬谷店:瀬谷区橋戸2-31-4
平日1回入浴ご招待券。9:00〜25:00
招待券 4月27日まで｡国立科学博物館（上野駅徒歩5分）
〜太古の花から青いバラまで〜映像や生花展も

１６
１７
１８
１９
２０

２０組

5月27日まで｡田園調布駅からﾊﾞｽ下車徒歩5分
2枚
（世田谷区砧公園1-2)｢世田谷時代の岡本太郎｣ 1組
招待券 5月26日まで｡そごう美術館（横浜そごう６階） 2枚
1組

２５組

１０組
１０組

4月20日(金)18 :00〜､21日（土)14:00〜､
招待券 22日（日)13:00〜内野自由席 いずれか1日(注
招待券 4月28日（土) 1 4: 00 〜､ 29 日( 祝) 13 :0 0〜
4月30日(休)13:00〜内野自由席いずれか1日(注
招待券 5月1日(火)18:00〜､2日(水)18:00〜､
5月3日(祝)14:00〜 内野自由席いずれか1日(注

2枚
1組
2枚
1組

１９組

2枚
1組

１９組

日産ｽﾀｼﾞｱﾑ
招待券 ４月22日(日)4:00PMｷｯｸｵﾌ
Ｊﾘｰｸﾞ ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝ1〔第7節〕 自由席 (注
日産ｽﾀｼﾞｱﾑ
招待券 ５月３日(木)7:00PMｷｯｸｵﾌ
Ｊﾘｰｸﾞ ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝ1〔第9節〕 自由席 (注

2枚
1組
2枚
1組

７組

2枚
1組
2枚
1組

７組

三ツ沢公園球技場
招待券 ５月９日(水)7:00PMｷｯｸｵﾌ
ﾔﾏｻﾞｷﾅﾋﾞｽｺｶｯﾌﾟ予選Ｂ[第5節]自由席 (注
VS 名 古 屋
招待券 ５月12日(土)2:00PMｷｯｸｵﾌ 日産ｽﾀｼﾞｱﾑ
グラ ンパス エイ ト
Ｊﾘｰｸﾞﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝ1[第11節]自由席 (注
まっぷる2007年版｡関東〜東北エリアらくらくｳｫｰｷﾝｸﾞ
『ウォーキングガイド
ベスト５０』 浅草､日光､上高地､奥入瀬など詳しい地図付 B5変型111頁
『ピックアップ』 朝日新聞の最近の記事から「教育・進学」に関するニュー
スをまとめた一冊。裏話や情報も。B5版ｶﾗｰ65頁
『 地震への備え』 なかなか出来ない地震への備え。【保存版】
体験者が語る生の教訓。防災ｶｰﾄﾞ付き A4版27頁
横 浜ホットライン
ｻｲｽﾞ:85×34.5cm 横浜ﾏﾘﾉｽと横浜ﾍﾞｲｽﾀｰｽﾞの文字入
フェイスタオル

２１ 和 風 バ ッ ク

ｻｲｽﾞ:ﾏﾁ約16×18×高さ16cm

２２ ス ヌ ーピ ー
ダストボックス
ク
ッ
キン グ
２3
ボール５点セット
２４ さわインちゃん
クリアファイル

ｻｲｽﾞ:直径約12×高さ約18cmﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ 色:ピンク
子供部屋にいいかも｡小さめのゴミ箱です。
ｻｲｽﾞ:10cm､12cm､14cm､16cm､18cm｡重ねてコンパクトに
収納。密封フタを付けて冷蔵庫でそのまま保存
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５０組

招待券

１５ VS 柏 レ イ ソ ル

終了しています

１０組

1枚
1組
2枚
1組

２ ズ ー ラ シ ア

１３ VS 大 分ト リニ ータ

プレゼントは

当選数
2枚
1組

小型で和風の黒バック｡

おなじみさわインちゃんのＡ４版クリアファイル

１９組

７組

７組

５０名様
４０名様
１５名様
３５名様
２名様
１名様
１名様
１００名様

注)満員の際はご入場できない場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
１名様分でよい場合は、明記してください。

