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2023年も よろしくお願いいたします。
2023年は卯年。見た目の愛らしさが印象的ですが、成長や飛躍を象徴するとも言われている干支です。NPO
えんは新しいメンバーを迎え、2月にまちづくりの可能性、団体の理念、ミッションを改めて考える場を設けま

す。この機会に、会員の皆様にもぜひご参加いただきたく思います。本年もかわらぬご支援ご協力をどうぞよ
ろしくお願いします。 代表理事 根本 久仁子

コロナとの「共生」が世界的な共通理解に
なってきました。生き物が何千万年も前
からウィルス(レトロウィルス）を内在し、そ

れによって命をつないでいる以上、ウィル
スとの共生は当然の事と言えるでしょう。

これからは「共生」の理念で、地域をつな
ぎ、国をつなぎ、世界中に平和のベール
を掛けることができたらと思います。

理事 馬場悦子

昨年は本厄。いろいろなことがあり、
すっかり忘れていたのですが、川崎
太子に行き、護摩札を奉納してきま
した。還暦が過ぎ、ようやく自分の
好きなことができるかと思いきや、
年金は６５歳から、国民年金の支払
いも増え、仕事を続けざるを得ませ
ん。健康であることに感謝して、今
年も働いています。

理事 阿部名保子

振り返る日々を語るときも、未来を
描くときも、コロナがもたらす状況に
翻弄されている私たち。

そろそろ自分のペースを取り戻しま
せんか？それぞれが納得する対策
をして、街に出て、人に会いましょう。

外出を控えて落ちた気力体力を回
復しましょう。明日の生活を拓くのは、
私たち一人一人の行動です。

副代表 平塚綾子

昨年からラジオ講座で
語学を再開しました。
学んだ表現は海外の
友達と連絡し合う時に
使っています。今年は
実践できる機会を増
やし世界と繋がりたい
なあと思っています。
平和は草の根、足元
から。
事務局 宮坂久美子

2022年は野球やサッ

カーをはじめ、多くの
スポーツから感動と
努力をすることの大
切さを学びました。
2023年は私自身も

学びを深め、もっと
社会に貢献できるよ
う努力していきたい
です。
事務局 齊藤麻美

コロナ禍とともに中学生活をスター
トした長女が今年受験を迎えます。
3年間常に何らかの制限がある学

校生活でしたが、その中でも楽しん
で過ごしている様子に子どもの適
応能力の高さを感じました。私も、
状況に適応しつつチャレンジを恐れ
ない一年を過ごしたいと思っていま
す。

理事 藤原晴子

新しい年になりました。コロナ禍で
の運営は続きそうですが、今年も
よろしくお願いいたします。

ひろば事業やえんカレッジなど、
参加人数は回復傾向にある一方
で、活動を休止する団体もありま
す。今より少しでも若い世代の利
用と、活動団体が増えることを期
待します。

監事 森野やよい

会員の皆様へお知らせ
世代を超えた連携を進めるためには、何が必要か。まちの可能性を考えるワークショップを開催します。後半2部では、団体の理
念・ミッションを考えるグループワークを行います。ぜひご参加ください。

テーマ ～地域の資源を見つけ、活かし、多様な世代がつながるまちづくりを考える～
日時：2/18（土）13：30-16：40 第1部 ：13：30～15：30 第2部：15：40～16：40／会場：多世代交流ひろば「パルひろば辰巳」／
人数：１0名／講師：河野奈保子氏（プロジェクトデザイナー）／参加費：無料／
申し込み方法：電話 03-3522-0302 又はメール info@npo-en.com でお名前、連絡先をお知らせいただくか、以下のアンケート
よりお申込みください。

会員アンケートのお願い
これからも会員の皆様と共に歩んでいくため、ぜひ皆様のお声をお聞かせください。同封のアンケートに記入
してfaxで送っていただくか、QRコードよりご回答ください。ご協力をお願いいたします。締め切り：1/20



多世代交流ひろば事業

パルひろば辰巳の報告

【ひろば企画】
４月からを振り返ると、コロナ禍で中止していた

椅子ヨガが再開しました。家にいる機会が多かっ
たので外出するのが久しぶり、人と話をするのも
久しぶりの方も多く、始めはのんびり身体を動かし
ていきました。ここにきて話をするだけでも楽しい、
家で一人では運動できないから毎回とても楽し
み！と再開して以降は毎回、定員いっぱいになり、
辰巳地区では大好評の椅子ヨガ。いつまでも自分
の足で歩き続けるためにも、今年も皆さんと元気
に体を動かしていきます。

ステップアップ 自主事業

えんカレッジ講座開催状況
女性のキャリアと健康づくりを目的にしたえんカレッジ
の開催状況です。年明けから2講座を予定しています。

この講座では、変化していく体（ホルモン）と心について
知識を得て、エクササイズや体調管理法を学びます。30
代後半～のプレ更年期の方にはこれからの変化に備え
られ、更年期真っただ中の方には自分の不調をケアする
エクセサイズが役立ちます。講師は更年期ライフデザイ
ンファシリテーター齊藤麻美さんです
日時：2月3日（金）10：30～12：00
受講料：2000円
会場：パルひろば辰巳
定員：12名

オレンジカフェ（認知症カフェ）
毎回テーマを変えてミニ講座をおこなっています。
1/20（金） 「季節の養生法 PART1」
2/17（金） 「季節の養生法 PART2」
3/17（金） 音楽で認知症予防（予定）
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

プレ更年期からのライフデザイン 講座

【登録団体活動】絵習字～あじさい～
月に一度季節ごとのお題で絵習字を行っています。赤や
金色など華やかな色を使い、皆さん集中して何枚も仕上
げていきます。何枚もの作品の中から一点、ひろばに飾る
作品を選んでいきます。それぞれの個性が出ていて素敵
な作品が月に一度ひろばを彩ります。 参加者募集中！

更年期を一緒に
ポジティブに♪

ほぐし方＆姿勢改善ストレッチ 募集中！

ココロとカラダを整えて毎日を気分よく過ごすことを目
的にした講座です。
講師はウォーキングインストラクター
折居由加さん
仕事のお休み時間にも気軽に
利用できるオンライン講座です。
日時：3月1日（水）11：00～12：00
受講料：1,500円
会場：オンライン
定員：10名

上記講座の申込み・問合せはお電話:03-3522-0302
又はメールemail:info@npo-en.com

１１月２４日に開催しました！

アサーティブなコミュニケーションの
第一歩は、まず「自分の気持ちを把
握すること」から。講師の小山真由
子さんのわかりやすい解説やワー
クを通して、自分の感情を言語化す
ることを学びました。参加者同士の
ペアワークもあり、充実した時間とな
りました。

認知症のご家族の介護の悩みやご自身の健康についても
専門職や地域のお仲間に相談・交流ができます。
2023年から毎月第3金曜日（原則）開催になります。

会場：多世代交流ひろば「パルひろば辰巳」
14：00～15：00 ミニ講座
15：00～ 交流会

パルひろばでは月曜日・水曜日に「フリータイム」を行っ
ています！コロナ感染予防のためご注意いただく点は
ありますが、読書やちょっとした談話などにいかがでしょ
うか。フリーWi-Fiもあります。ぜひご利用ください。
◆場所：パルひろば辰巳
◆実施日：毎週月曜日、水曜日の開館日（予約不要）
◆時間：午前10時～12時と午後14時～16時の入替制
◆利用できる方：どなたでもご利用できます。
（ただしお子様のみの場合、高校生以上）

◆ご注意：お弁当や食事等の持込みはできません。
（ペットボトル等の飲み物、個包装のお菓子はＯＫです）
電源コンセントはご利用できません。入館前にマスク着用、
手指消毒、検温をお願いしています。

☆お一人でも利用しやすい環境です。お待ちしています。

自分の気持ちの伝え方講座 （実施報告）

パルひろば フリータイムやっていま～す



活 動 紹 介

「認知症サポーター養成講座」報告

―シニア向けヨガの資格も取ったのですね。

祖母が介護施設に入ったのがきっかけです。施設に
入所していても、筋肉が衰えた状態でも、ヨガはでき
る。介護される人も寝たきりの人も減ると思っていま
す。
もっと、もっとシニアの人たちにヨガをやってほし

いです。最後まで自分の足で歩き続けてほしい。その
基礎になるのが筋力、そして心の持ち方です。1か月に
１度でもいいからえんに来て、笑ったりしゃべったり
してほしい。ヨガはもちろん、人に会ってしゃべる場
が大事なんです。

―最後に、大切にしていることは教えてください。
やっぱり、産後のお母さんが赤ちゃん連れで参加で

きるヨガと、体に制限があるシニアの介護予防ヨガ。
この２つの世代を特に大事にしたいですね。ほかの世
代はヨガ以外の方法もありますが、この世代は一人で
いるとマイナスの事を考えてしまいがち。なので、ヨ
ガに来て晴れやかになってほしい。ヨガを通してもっ
ともっと自分を大切にしてほしいです。

2022年10月17日えん事務室にて 聞き手宮坂久美子

えんをはじめ、地域の児童館や福祉施設でヨガを教えている齊藤麻美さん。4人のお子さんの育児業、
主婦業、そして家業も担いながら資格を取り続けるパワフルな女性です。そんなまぶしい齊藤さんで
すが、講師としていちばん最初のステップを踏み出したのが、ここNPOえん。齊藤さんに講師業をス
タートした当初についてインタビューしました！

―ヨガの講師になろうと思ったきっかけは？
二人目の子供が生まれて産後ヨガに出会うまで、

身も心もズタボロでした。自分の顔を鏡で見る時間
すらない。ワンオペ育児で24時間ずっと張りつめて
いました。そんな時、“子連れでできるヨガ”をカル
チャーセンターで見つけて参加したんです。これが
すご～く気持ち良かった！ヨガの時間だけは、自分
の体と向き合っていられる。「こんな気持ち良いこ
と、世のお母さんたちに教えたい！きっと求めてい
る！」と確信みたいなものがありました。あれから
７年経ちますが当たっていたと思います。

―えんで活動を始められたきっかけは？
資格は取ったものの、どうしていいかわからず、

半年くらいずっとモヤモヤしていて・・・・えんの
建物の前はよく通っていて、えんの存在は知ってい
ました。そこで「講座をやらせてもらえません
か？」と事務室に飛び込みで伺ったんです。最初は
自分でひろばを借りて、集客も自分でやろうと思っ
ていました。

『まずは、やってみましょう！』

すると、「うまくいくかわからないけれど、まず

やってみましょう！」とおっしゃってくれたんです。
「あなたのように、初めてのところにピンポン押す
ような人たちを応援したい。ここをきっかけに、え
んを入り口に、羽ばたいてほしい」と。

あの時背中を押してもらっていなかったら、今み
たいに活躍できていなかったと思うんですよね。経
験がないのにやらせてくれる場って、本当にありが
たいと思いました。経験を積ませてもらうのでボラ
ンティアでも良いと思っていたんですけど、「仕事
としてやるべき」と言われ、講師料をもらいました。
責任を持ってやらなきゃ、という意識を持つように
なりました。

えんが、まるで初心者マークやペーパードライバー
のようだった私に勇気を与えてくれたと思っています。
えんは原点であり、育ててくれた場所。ここのヨガの
場は大切にしたいです。

11月17日オレンジカフェで「認知症サポーター養成講座」を実施しました

認知症サポーターとは 「認知症について正しく理解し、 偏見を持たず、認知症の人

や家族に対して温かく見守る応援者」のことです。 （江東区では19527人）

枝川長寿サポートセンターの講師の方から認知症について正しい知識を学び、近隣
や家族の認知症の人に対して“自分なりにできること”を考える機会になりました。

齊藤麻美さん（42才）
パルひろば椅子ヨガの講師。

２月３日（金）にはえんカレッジ講座
「プレ更年期からのライフデザイン」
でも講師をつとめる。更年期ライフ
デザインファシリテーター

講師としての原点は、えん
～初心者マークだった私に勇気を与えてくれた場所～



編集だより

「NPOえん第92回理事会」は2022年12月6日（火) 、役

員5名の出席を得て、パルひろば辰巳において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年度研修の概要について

②就業規則改定案について

③会員管理について

③事務局体制について

全案承認されて、11時45分に閉会しました。

NPOえんは、こんな支援ができます！
◎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。

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

コロナ禍が始まってからもう3年目ですね。当時はワ
クチンが開発されれば通常の生活にすぐに戻るのだ
と思っていました。NPOえんの活動もコロナによる影
響がまだ続いていますが、こんな状況だからこそ、
＜地域の皆様の居場所＞としての存在意義が高
まっているのではないでしょうか。2023年も引き続き
NPOえんをよろしくお願いいたします。
まずは皆様のお声を聞く会員アンケート（1/20〆）を
お待ちしています！ （事務局 宮坂久美子）

NPOえん第９２回理事会報告

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

NPOえんのホームページ、
Facebook、Twitterはこちら
のQRコードからどうぞ！

NPOえんの活動
１０月 4えんカレッジ（朗読講座①）

14椅子ヨガ

15万里夢第94号発行

18えんカレッジ（朗読講座②）

18椅子ヨガ

20オレンジカフェ
１１月 1えんカレッジ（朗読講座③）

11椅子ヨガ

17オレンジカフェ

22椅子ヨガ

24えんカレッジ（自分の気持ちの伝え方）

１２月 6第92回理事会

9椅子ヨガ

13みつろうラップ（中止）

15オレンジカフェ（中止）

20椅子ヨガ

年末年始休暇（12/28-1/3）

活動予定
１月 4万里夢95号発行

13椅子ヨガ

20オレンジカフェ

24椅子ヨガ
２月 3えんカレッジ（プレ更年期のライフデザイン）

10椅子ヨガ

17オレンジカフェ

18研修

21椅子ヨガ
３月 1えんカレッジ（姿勢改善・筋膜リリース）

7第93回理事会

10椅子ヨガ

17オレンジカフェ

28椅子ヨガ

ご挨拶

パルひろばで椅子ヨガを開催していたご縁から、
この度事務局としてえんの活動に携わることに
なりました。ひろばをご利用いただいている方も
地域の方々ももっと足を運んでいただけるような
活動を微力ながらサポートしてまいります。

事務局 齊藤麻美

http://www.npo-en.com/npo.en.japan
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