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NPOえん ニュースレター “まりーむ”
NPOえんは、まちづくり・女性のキャリア実現・市民活動をサポートします。

新監事就任挨拶

監事

森野やよい

はじめまして、この度監事に就任いたしました森野やよいです。パルシステムの組合員になり25年ほどになります。10
年前にパルシステムの組織部が運営する「子育て個育てワークショップ」のファシリテーター養成講座を受講し、その後
ワークの企画・運営の活動をしています。NPO法人えんについては、組合員機関紙『むすび』や、事業チラシを拝見する
程度でしたが、地元が同じ（小平市）理事の方のご縁で、関わらせていただくことになりました。どうぞよろしくお願います。
私は、男女雇用機会均等法が制定された直後に就職をしていますが、社会人になってからは、学校生活ではあまり
感じたことのない不平等さを感じました。それは、自分が女性だからなのか、仕事の内容からなのか、会社の体質なの
か、など自問自答しながらの毎日でした。これってやっぱり社会のしくみのせいだよな・・と気づくまでには、時間がかか
りました。ちょうど次女出産を機に会社をやめる頃で、子どもたちが社会に出たときには、もっと働きやすい、生きやすい
社会になっていたらいいなと漠然と考えていました。
子育てしながらも、社会とのつながりを持ちたいと思い、小平市が発行する男女共同参画の広報誌『ひらく』の企画・
編集委員に応募し、就業時に感じた不平等感の正体について同じ委員の仲間同士でよく話しました。その後、男女共
同参画の推進を目的とする「小平市女性のつどい」の会員となり、現在はその団体の共同代表として、さまざまな世代
の方と一緒に、市民向けに講演会や学習会などの企画・実施をはじめ、行政や市議会議員に働きかけることもしていま
す。市内の男女共同参画の推進具合は、女性管理職比率は約18%ですが市長は女性、市議会女性議員比率は約38％、
男女共同参画推進条例2008年制定、男女共同参画都市宣言2022年となっています。が、まだまだ施策は不十分すぎ
るほど不十分な状態で、活動を続けています。
NPO法人 えん の事業の中では、特に女性のキャリア支援のサポートを目的とした「えんカレッジ」に注目しています。
女性は出産・育児・介護などに加え、コロナ禍において、キャリア形成がこれまで以上に途切れてしまう現状から、地域
において、生涯を通じての学ぶ機会の提供は、とても大事なことだと思います。年齢だけでなく、途切れた時期によって
も学習内容が異なり、ニーズ把握のご苦労もあるかと思いますが、引き続き、充実した事業内容を期待しています。

2022年上半期報告と今後について

代表理事 根本久仁子

4月から女性のキャリアと健康支援事業「えんカレッジ」を対面及びオンラインで6回開催し、好評のうちに終
了しました。コロナ禍での制限は緩和されつつありますが、引き続き感染対策に気を配りながら、対面の講座
を中心に開催します。
まちづくり事業としての「オレンジカフェ」はパルシステム東京受託事業 多世代交流ひろば「パルひろば
辰巳」運営とともに地域の交流の場を提供、徐々に人の流れが戻りつつあります。
下半期は、2月に「若い世代を呼び込むまちづくり（仮題）」をテーマにした研修兼交流会を実施予定です。
超高齢化の進む江東区辰巳で世代を超えた地域連携、支援者拡大を図るためには何が必要かを探って参り
ます。また併せて、役職員の交代に伴い、団体の理念、ミッションを改めて考える場を設けます。
詳細はウェブサイトおよび万里夢新年号にてご案内いたします。
会員及び支援者の皆様にはこの機会にNPOえんの活動に対するご意見・ご感想をお聞かせください。
ご協力をどうぞよろしくお願いします。（万里夢次号でアンケートを実施予定です。）
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多世代交流ひろば事業

ステップアップ

パルひろば辰巳の報告
【ひろば企画】

プラスチック削減にも役立つ今人気の「みつろうラップ」
を作りました。参加者は自分の好きな布を持ち寄り布
の上にみつろうを乗せ、アイロンで布にしみこませてい
きます。
コップ用の小さな物からどんぶり用の大きなラップまで
用途にあわせて楽しく作りました。一人で2、3種の作品
を作り、「ラップだけでなくコースターやランチョンマット
など様々な用途に使えそうだ」との感想をいただきまし
た。

参加者全員初めて！
みつろうラップに挑戦しました
（パルひろば企画）

絵習字あじさいの仲間たち♪
（登録団体活動）

【登録団体活動】
パルひろば辰巳で活動を始めて11年の「絵習字あじさ
い」。遠方からもメンバーが毎月楽しみに集まります。
それぞれに味わいのある絵、隠された文字など様々な
面白味があります。
絵を描きながらのちょっとしたおしゃべりも元気の素で
す。コロナで外出を自粛している皆さんの大切な息抜き
です。その他の登録団体の利用者も気軽なおしゃべり
の場としてひろばを利用しています。
パルシステム東京 子育て個育てワークショップ
大人の部活へようこそ！ ブックdeト～ク♪
〜本を楽しむ！普段はひとりで、時にはみんなで～
パルシステムの仲間と、本について語り合いませんか。
日時：12月2日（金）10：00~11：30
会場：パルひろば辰巳 パルシステム東京辰巳ビル2階
（有楽町線辰巳駅1番出口徒歩3分)
定員：10名 （保育有り、子ども同席不可)
申込：パルシステム東京のホームページ、
「イベントのお知らせ」から
問合せ：組合員活動サポ―トライン
(03-6233-7607 月~金 9：30-17：00)
企画・運営：パルシステム東京登録ファシリテーター

自主事業

えんカレッジ講座開催報告
2022年10月4日(火）からフリーアナウンサーの
橋谷能理子さんを講師に迎えて朗読講座（連続3
回）を東京ボランティア・市民活動センターで開催中
です。
講座前半は複式呼吸を使った
ボイストレーニング、後半は毎回
題材を変えて、実技を行なってい
ます。
受講者の皆さんは多少緊張
しながらも、リラックスして楽しみ
ながら学んでいるようです。

自分の気持ちの伝え方 講座

参加者募集中！

自分の感情や意見を大切にするには、どのようにす
ればいいのでしょう。自分も相手も大切にするアサー
ティブなコミュニケーションを座学と演習を通して学ん
でみませんか？職場でも家庭でも役立つスキルです。
日時：11月24日（木）10：30～12：00
受講料：2000円
会場：東京ボランティア・市民活動センター
定員：16名
申込み・問合せはお電話:03-3522-0302 又はメール
email:info@npo-en.com まで

認知症サポーター養成講座
参加者募集中
認知症に対する知識を深めて、日常生活やお仕事、
ご家族の介護などに役立てませんか。
どなたでもお気軽にご参加ください。
日時：2022年11月17日（木） 14時～15時30分
会場：多世代交流ひろば「パルひろば辰巳」
定員：10名
協力：枝川長寿サポートセンター
＜オレンジカフェ（認知症カフェ）好評開催中＞
毎回ミニ講座を行っています。
10/20 「季節の養生法 PART2」
12/15 「シニア向けスマホ講座」
参加申込みはメールもしくはお電話で。
Tel:03-3522-0302 E-mail:info@npo-en.com
9/15のオレンジカフェミニ講座では
季節の養生法と花の瞑想を行いました。
オンライン併用のハイブリッドで開催し
ています。

活 動 紹 介

戦争体験インタビュー

戦争だけはもうたくさん 〜戦争が起こる前に死にたい〜
戦後77年目の8月。ウクライナ情勢がニュースに上
らない日がない。そんな中、戦争を体験した方にお会
いすることができた。NPOえんがある江東区辰巳にお
住いの植田淑子さん、1928年生まれの94歳だ。戦争中
の思い出を語っていただいた。

「ウクライナの映
像を見るとわかる
でしょ、あれと同
じよ。

「小学校を出てすぐ高等女学校へ入学したんだけどね。
学校は５年制なのに、2年しか通えなかった。2年生か
ら女子挺身隊に行ったから。」

ああ、あの時代と
おんなじだ・・・
どんなに情けない
だろう、逃げて歩
くって。」

その女子挺身隊では、
「逓信省の研究所でね。タイガー計算機を使ってデー
タを出すの。」ニコニコと笑みがこぼれる。植田さん
にとって計算をする仕事は楽しかったようだ。しかし
空襲がひどくなっていく・・・
「挺身隊に行く前の昭和16年12月８日、日米開戦から
空襲はあった。東京が爆撃されたの。当時荒川の奥の
方に工場がたくさんあってね、真昼間も空襲があった
のよ。もうね、その時分から、空襲、空襲で眠れな
かった。」
３月１０日の東京大空襲。高輪に住んでいた植田さん
一家は被害を免れたが、国から強制疎開を命じられた。

◆焼け野原を歩いた強制疎開
植田さん家族は１週間で家を引払う命令に従い、母
の実家のある熊谷へ疎開しなければならなかった。焼
け野原の中を、である。
３月３１日、母と幼い弟は先に汽車で上野から熊谷へ
向かった。父は結核で入院中だったため、男手がない。
布団や大きな荷物は近所の自転車屋さんがリヤカーで
運ぶことになった。
「おじさんは私を乗せて、リヤカーで１日がかりで
運んでくれたの。」
植田さんはその自転車屋さんを道案内するため、汽
車に乗らず焼け野原を熊谷目指して進んでいった。
その時目の当たりした景色は・・・
「周りは焼けっ原。そこに立派なピアノとかが、
焼け残っているのよ。情けないってのは、あのこと
よ・・・！」
植田さんの声は大きくなり、腕を大きく広げた。

「認知症サポーター養成講座」報告

ウクライナ難民を想う植田淑子さん

「その日どこに泊まれるのかもわからない。
戦争だけはやりたくないね、もうたくさん。」

◆16歳、疎開先での空襲
疎開先では近くの飛行場で経理として働くことになっ
た植田さん。なんとそこでも恐ろしい空襲に遭遇する。
8月13日のことだ。
「あたし本当にすごいと思ったのはね、真っ昼間に米
軍が機銃掃射、波状攻撃するのよ、ばらばらばらっ
て。」植田さんは手で八の字を描きながら語る。
「隠れるとこないのよ。防空壕なんて１つしかないの
よ。あたしたちは、草っ原に横になって、戦闘機を、
こうやって見ていた。」
植田さんは地べたに這い顔だけ見上げていたという。
「すると米軍のパイロットの顔が見えるのよ。本当に
おっかなかった。」
その日の夜にあった空襲で、熊谷の街はほとんど焼け
た。同じ日に“父危篤”の知らせが入り、焼けた町から、
療養所のある世田谷へ二日がかりで向かった。
「療養所で再会した父が言ったの、『戦争は終わった
ぞ』って。９月１日に父は亡くなりました。」
現在住んでいる辰巳には知り合いも多く、毎日喫茶
LALALAでのおしゃべりを楽しんでいる植田さん。イ
ンタビューの最後に「戦争はもうたくさん。戦争が起
こる前に死にたい」とつぶやいた。
（2022年8月3日 パルひろば辰巳にて 聞き手：宮坂久美子）

8/30豊洲シビックセンターで開催された講座に参加しました

“人生を左右するくらい大事”なのは・・・なんだと思いますか。答えは、認知症かな？と気づいたら、すぐかかりつけ医
や専門機関へ！です。原因によっては早期発見・治療で治ったり、元気な状態が長く続くようにできるそうです。また予防
するためには、食事と運動のほか外出したり人と交流して「脳を刺激すること」も大事です。このほか長寿サポートセン
ター保健師の方から認知症を正しく知ることの大切さ・接し方等について学びました。

☆11月17日開催のオレンジカフェは「認知症サポーター養成講座」です。一緒にサポーターになりませんか？

NPOえん第９1回理事会報告
「NPOえん第91回理事会」は2022年9月6日（火) 、役員
5名の出席を得て、NPOえん事務所において10時30分
より開催しました。議決事項は以下のとおりです。
①2022年度研修については、河野奈保子さん（プロジェ
クトデザイナー）を講師に迎え、若い世代との連携によ
る地域づくり他をテーマに、2月に開催を予定する。また、
団体の理念、ミッションをあらためて考える場を設ける。
②会報や各種事業等を通じて、会員、支援者の皆様と
の繋がりを更に深める。
【ご挨拶】
事務局の田谷と申します。NPOえんのお仕事を
させていただいて約9年。主にパルひろば辰巳の利
用者さんとの対応をさせていただきました。様々な
利用者さんとのお話から「こんな風に過ごしていく
と長い人生楽しく過ごせるんだな」とか、若いママ
からはどんどん道を切り開くバイタリティなどえん
やパルひろば辰巳では様々な気付きをいただきまし
た。多くの方と話せる楽しい時間でした。9月を
もって退職いたします。えんで気づいた多くの事を
これからの人生に役立てていきたいと思います。長
い間ありがとうございました。

編集だより
戦争体験インタビューで生の声を聞かせていただ
いたのは８月の暑い日でした。手ぶりを交えて当時
の空襲の様子や、戦争は二度としたくないと語ってく
ださった植田さん。植田さんをご紹介してくださった喫
茶LALALAの中澤さん。ご協力いただいた皆様、貴
重な機会を本当にありがとうございました！ （宮坂）

NPOえんは、こんな支援ができます！
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NPOえんの活動
椅子ヨガ
万里夢第93号発行
オレンジカフェ
椅子ヨガ
8-15夏休み休暇期間
オレンジカフェ
第91回理事会
椅子ヨガ
みつろうラップ
オレンジカフェ
椅子ヨガ
活動予定
えんカレッジ（朗読講座①）
椅子ヨガ
万里夢第94号発行
えんカレッジ（朗読講座②）
椅子ヨガ
オレンジカフェ
えんカレッジ（朗読講座③）
椅子ヨガ
オレンジカフェ
椅子ヨガ
えんカレッジ（自分の気持ちの伝え方）
第92回理事会
椅子ヨガ
みつろうラップ
オレンジカフェ
椅子ヨガ
年末年始休暇（期間未定）

◎女性のためのキャリアサポート
「えんカレッジ事業」を始め女性のキャリア作りのお手伝い。

◎まちづくりサポート
地域の多世代交流ひろばの企画運営、市民活動への
提言活動
NPOえん会員募集中
■年会費 個人：１口3,000円（何口でも）
団体：1口3,000円（2口以上）

お振込み先：
ゆうちょ銀行 〇一九支店 当座0061621
中央労働金庫 亀戸支店 口座番号 5339909
口座名：特定非営利活動法人エヌピーオーえん
■NPOえん会員状況（2021年7月15日現在）
会員数45名 〔正会員数19名/賛助会員26名（内団体2）〕
■ボランティアも募集しております。
詳しくは事務局までお問合せください。

「万里夢でこんなことを特集してほしい」「えんカレッジ
でこんな講座があったらなあ」・・・etcありませんか？
皆様からのご意見・ご感想をお待ちしています！

編集/発行 特定非営利活動法人 NPOえん
〒135-0053 江東区辰巳1-1-34
Tel&Fax:03-3522-0302
E-mail: info@npo-en.com
ウェブサイト：www.npo-en.com/npo.en.japan
フェイスブック:www.facebook.com/npo.en.japan
ツイッター：https://twitter.com/npo-en

人と人との縁を結んで
地域に人の円を広げる
援をします

