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センター交流会を開催しました！
みやシニア活動センターでは，シニア世代の皆様のセカンドライフを有意義に
楽しく過ごしていただくため，
「地域デビュー講座」を開催しておりますが，今回，
これまで講座に参加した皆様を対象とした「みやシニア活動センター交流会」を
３月８日に開催しました。
■「宮のど真ん中散策」
今回，初めて開催した交流会は，
「た
だ単に集まり，各自が意見を言うだけ
にはしたくない」と思い，何気なく通
り過ぎている中心市街地をのんびりと
歩き，何かを発見できるよう工夫し，
１７人が参加しました。
第１部では，
「うつのみやシティガイ
ド協会」の会員４名にご協力いただき，
「宮のど真ん中散策」を開催しました。
まず城址公園では，宇都宮城の歴史
を学び，城主しか通れなかった御橋を
渡り，二荒山神社発祥の下之宮神社の
成り立ちなどの説明を受けました。宇
都宮市のシンボルで，ここを中心に栄
えた歴史のある二荒山神社に到着。参
加者全員で社殿までの階段を登りまし
た。

■「社会に貢献して生きがいづくり」
第２部の交流会では，グループに分
かれて，講座の感想や今の状況につい
て各自が報告しました。
参加者の中には，デイサービスセン
ター等で年間約１００回のボランティ
アライブをやっている人もいました。

今回，参加したＹさん（６１才）は，
「刺激を受けるため，県や市の講座を
受けている。少しでも社会に貢献して
生きがいを味わえるようになりたい。」
と抱負を語っていました。
地域デビューには，人と人との出会
いはとても重要なこと。今後もセンタ
ーでは，人とのつながりを大切にしな
がら企画事業を実施してまいります。
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先輩からのアドバイス

今泉 知明さん（中央１丁目）

私が地域活動に携わったのは，今から約２２年前で，
子どもが小学校に入学した頃でした。子どもが地域でお
世話になっていた事もあり，
「私でも何か出来る事がある
のでは」との思いで始まりました。
■消防団活動からスタート
まずは，地域の消防団活動に参加し
ました。はじめは戸惑いもありました
が，周りの人の温かい励ましや，感謝
の言葉に嬉しくなり，次から次へと新
たな地域活動に挑戦するきっかけとな
りました。

消防団は，人の命にかかわるもので
あり，いつ出動するか分かりません。
出動命令が出ない事を願って床に就く
のですが，毎日が不安でした。出動日
は年に数回ですが，被害者も無く，無
事消火作業が終って帰路に着く時の充
実感は何事にも例えられません。
春を迎え，暖かくなってくると火事
が減るので一安心です。新聞に目を通
して，火事で被害にあった方の記事が
目に飛び込んでくると心が痛みます。
消火訓練を何回やっても，火事は未然
に防げません。今後は火事を起こさな
いための予防対策に力を入れていきた
いと思います。

■緑のおじさんと青少年の更生
子どもが好きで「緑のおじさん」の
活動をやっています。素直で明るく屈
託の無い子どもの笑顔を見ると，早朝
の交通整理など何でもないと感じます。
また，最近，
「保護司」の依頼を受け
ました。罪を犯した青少年の更生は，
将来の日本のためにも必要なことと考
え，一つ返事で受けました。更生中の
青少年と腹を割って話してみると，決
して悪い人間でない事が分かります。
一日でも早く更生して社会の一員とな
り，恩返しをして欲しいと思います。
このように，私が地域の様々な活動
に参加できるのは，私が会社員ではな
く，自営業であるからかもしれません。
地域ボランティアは，肩ひじ張らず
に自然な形で入り込むとそんなに難し
い事ではありません。構えてしまうか
ら余計難しくしてしまうと思います。
私も，地域の人に支えられながら，
ここまで出来たので，体力の続く限り
地域に恩返ししようと思います。
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平成２２年度センター主催事業（４月～６月）
○ 「シニア世代の地域デビュー講座」
・日
・場

時
所

・内 容
・対 象
・受講料
・申 込
回

：４月２３日～５月２８日の金曜日(全５回) 午前１０時～正午
：【第１回～４回】
宇都宮市総合福祉センター
【第５回】
とちぎボランティア NPO センター「ぽ・ぽ・ら」
：下表のとおり
：シニア世代。先着３０人
：無料
：電話又は FＡX により，みやシニア活動センターまで
日

時

テーマ

・

会

場

講

師

国際医療福祉大学

医療福祉学部

平成２２年４月２３日(金)
１

『シニアの力の上手な活かし方』

医療福祉・マネジメント学科

午前 10 時 00 分～正午
専任講師
５月 ７日(金)

『楽しく幅広く！－自然環境保護活動入

午前 10 時 00 分～正午

門－』

５月１４日(金)

『お隣近所での助け合いは楽し！ －足元

午前 10 時 00 分～正午

からの安心安全なまちづくり活動－』

５月２１日(金)

『地域ぐるみの学びあいで地域社会を支

午前 10 時 00 分～正午

える人づくり』

大石

剛史さん

エコ・ハウスたかねざわ

２
代表

増田

茂さん

元宇都宮市清原地区社会福祉協議会会長

３
吉田

貞夫さん

田原小学校地域コーディネーター

４
中里

雅代さん

とちぎボランティア NPO センター
５月２８日(金)
５

『ボランティアを楽しもう！』

「ぽ・ぽ・ら」

研究員

午前 10 時 00 分～正午
小針

協子さん ，土屋

友里さん

○ 「セカンドライフ支援講座」
・日

時

：４月１２日（月），４月２４日（土），
５月１０日（月），５月２２日（土），
６月１４日（月），６月２６日（土）
（毎月第２月曜日及び第４土曜日）
午前１０時３０分～午前１１時３０分
・会 場 ：宇都宮市総合福祉センター
・内 容 ：「第２の人生を自分らしく暮らすための生活設計づくり」について
※ 講座は毎回同じ内容のものを開催します。
・対 象 ：シニア世代。先着２０人
・受講料 ：無料
・申 込 ：電話又は FＡX により，みやシニア活動センターまで
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平成２２年５月～６月の主なセミナー
申込締切日，定員等詳細は，必ず事前に主催者にお問合せ下さい。

平成２２年度宇都宮大学公開講座
○ 現地で学ぶ「宇都宮学」城下町宇都宮を訪ねてⅣ
【内容】 市内中心地区及び南西地区の文化財・史跡の現地研修を実施
【日時】 ６月１日(火)，８日(火)，１５日(火)，２２日(火)，２９日(火)の
５回連続 午前１０時～正午
【場所】 第１回目
：生涯学習教育研究センター
第２～５回目：現地研修
【受講料】無料
【定員】 ２０名
○ 自分探しの心理学２０１０
【内容】 現代人にとってのテーマとされる自分探しについての講義と実習を組
み合わせた講座
【講師】 生涯学習教育研究センター准教授 佐々木英和
【場所】 生涯学習教育研究センター
【日時】 ５月１９日(水)，２６日(水)，６月２日(水)，９日(水)，１６日(水)
の５回連続 午後６時３０分～８時３０分
【受講料】５，０００円
【定員】 １０名
【問合せ先】宇都宮大学生涯学習教育研究センター℡０２８－６４９－５１４４
県 庁

大通り

至ＪＲ宇都宮駅

●センターへのご案内

東武宇都宮駅

・東武宇都宮駅から徒歩５分

宇都宮市総合福祉センター

・関東・東野・JR バス「県庁前」下車、徒歩５分
・市内循環バス「きぶな」で「総合福祉センター前」下車

南大通り

市役所

みやシニア活動センター
（宇都宮市役所高齢福祉課）

利
用：月曜日～土曜日 ９:００～１８:００（日曜、祝日、年末年始は休み）
主な事業：相談事業（一般相談・専門相談），各種講座の開催
住所：宇都宮市中央１丁目１－１５ 宇都宮市総合福祉センター８階
電話：０２８－６３９－８５８５ ファクス：０２８－６３９－８５７５
ホームページ：http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp
みやシニア活動センター
E メール：u1903@city.utsunomiya.tochigi.jp

