
未 来 に 向 け て
松風台社協会長 那 須 嗣 夫

松風台は誕生してから４５年が経ち、オリジナル世代の高齢化が進んでいます。今後、

更に発展していくためには、第２・第３世代の方々の積極的な参加が求められます。

ある日の新聞に『インドネシア 直感信じ激動の中へ』と題する記事がありました。

大卒の２７歳の女性が勤務していた日本の会社を３年半で辞め、現地IT企業に転職した

というものです。この女性は「日本のバブル時代も高度経済成長も教科書でしか知らな

い。激動の中にいるインドネシアで、現地の若い世代と同じ目線で感じてみたい」と思

いの丈をぶつけていました。

少なくとも第一世代では、この様な斬新な発想はありませんでした。発想だけではな

く行動が伴っている所にスケールの大きさを感じます。松風台の若い方々には、新しい

発想・行動力で松風台の社協をグングン引っ張り、魅力ある松風台を創造していただき

たいと願っています。

松風台社会福祉協議会
～２０年のあゆみ～

2000年度～2020年度

地域密着型の社会福祉を地域の中で支え合い助け合い、「住みよい松風台」をめざし

て、松風台地域の福祉活動の役割を担って活動しています。

社協の活動は多岐にわたり、自治会の支援や民生・児童委員の協力、そしてボラン

ティアの皆さんなど多くの参加者によって支えられています。

近年の少子高齢化に伴い、松風台においても次世代のみなさんのご支援ご協力が求め

られています。20周年という節目に、社協の活動や今まで繋いできた想いをまとめた

この冊子が、松風台のこれからについての活動の参考になればと思います。

一人ひとりを大切に
ともに支えあうまちづくり



◆2001年12月、こどもに手がかか
らなくなった松風台の女性数人がサ
ポーターとなり、生活支援グループ
「こぶしの会」を立ち上げたのが活
動の始まり。
◆手探りの活動の中、松風台のお年
寄りの方の病院の送迎や買い物、家
事のお手伝いをしました。
◆2003年9月、茅ヶ崎で２番目と
なる「湘北地区ボランティアセン
ター」の開設により活動を移管し、
2004年3月に解散しました。

２

◆2000年5月、湘北地区社協の活動方針を受けて、
香川、甘沼などと共に自治会単位でのふれあい活
動を目的に結成されました。ただし、松風台では
1993年からふれあい活動として「松の実会」のミ
ニデイサービスが行われていました。
◆結成当初は「松の実会」の活動のほか、民生委
員を中心に「宅配給食（＊下段参照）」も取り上
げ、2001年10月の事業終了まで続きました。
◆2002年度には新たに体制を整え、自治会三役や
民生児童委員のほか、「松の実会」「こぶしの会
（右欄参照）」「松風会」「子ども会」、青少年
指導委員の方々にも参加していただきました。
◆現在、自治会を始め市社協の支援を得て、湘北
地区社協の一員として活動しています。

（＊）1991年度からの市の事業で高齢者宅へ弁当を配食。
市社協が受託し地区社協が協力。2001年10月、民間業者へ
移行し事業終了。

松風台社協のあゆみ

生活支援グループ 「こぶしの会」

◆1976年に「松風会」（老人会）が発足。
◆茅ヶ崎市老人クラブ連合会（茅老連）の諸
事業にも積極的に参加し、各地区の会員とも
親密度を高めています。
◆2011年、「ゆめクラブ松風会」に名称を変
更しました。
◆2015年成長発展のため松風台社協から独立
し、親睦団体へ。(2019～ボランティア団体)

◆1975年から活動してきた「松風台子ど
も会」は、会員数の減少により2012年度
に子ども会を解散しました。
◆その後、松風台社協内で全児童を対象に
「松風子どもクラブ」として再スタート。
◆独自の活動を充実させるため、2019年
度、松風台社協から独立、ボランティア団
体へ。（現「松風台こどもクラブ」）

ゆめクラブ 松風会 松風子どもクラブ

1975年 (昭和50年)

1976年 (昭和51年) 🔵松風会　発足

1986年 (昭和61年)

1993年 (平成5年) 🔶松の実会　発足

2000年 (平成12年)

2001年 (平成13年) 🔵生活支援グループ　こぶしの会　発足

2002年 （平成14年） ☆松風台社協だより　創刊

2003年 (平成15年)

2004年 (平成16年) 🔵生活支援グループ　こぶしの会　解散

🔶ほっとサロン　発足

☆広報紙を「ひだまり」に名称変更

2007年 (平成19年) 🔶歌の街　発足

2008年 (平成20年)

2011年 (平成23年） 🔶子育てサロン「まつぼっくり」　発足

2013年 (平成25年) 🔵松風子どもクラブとして社協傘下で出発

2015年 (平成27年) 🔵松風会　社協より分離・独立

2016年 (平成28年)

2019年 (平31/令1) 🔵松風子どもクラブ　社協より分離・独立　

2020年 (令和2年)

新型コロナウィルス感染拡大防止のため各部会の活動は通年自粛

2005年 (平成17年)

湘北地区社協 発足

松風台自治会 発足

松風台社会福祉協議会 発足

松風台社協 ２０周年を迎える

湘北地区ボランティアセンター 開設

湘北地区地域包括支援センター「あかね」 開設

湘北地区社協 30周年を迎える



松風台

社協

湘北地区

地域包括支援

センター

「あかね」

湘北地区

ボランティア

センター

湘北地区

社協

茅ヶ崎市

社協

湘北地区の松風台社協

社協の発足にあたっては自治会三役（自治会長、副会長、事務局長）が参加しました。
2005年の自治会総会で「主要関係団体支援規程」が制定され、毎年、自治会から定期的に
役員が派遣されることになりました。これを受け、自治会役員等退任後、引き続き社協の専
任常務理事として三役（会長・副会長・会計）に就任する体制が出来上がりました。

自治会との関わり

◆湘北地区には、香川、甘沼、鶴が台（一）、鶴が台団地、松風台、ライトタウン茅ヶ崎、
みずきの７つの自治会があります。
◆「湘北地区における自治会、社会福祉事業関係者および社会福祉に関心を持つ住民が互い
に協力して地区の福祉増進を図ること」を目的に湘北地区社協が組織され、湘北地区社協は
茅ヶ崎市社協との連携のもとに地域に密着した福祉活動を行っています。

◆湘北地区社協のそれぞれの活動には、松風台社協からも多数参加しています。

・ちょっとした困りごと
の手助けなど同じ地区
に暮らす人同士の支え
合い活動です。（掃除、
洗濯、買い物代行、草
取り、話し相手など）
・サロンも開催

・福祉相談
・無料成年後見相談
・広報「社協ちがさき」
の発行
・災害ボランティアセンター
の運営
・福祉用具の貸出し……

・高齢になっても住み慣れ
た自宅や地域で暮らし続
けられるよう、高齢者の
生活を支援していく拠点
・保健、福祉、介護の専門
職が連携して相談に応じ
ます

・広報、ホームページ
・公民館まつり
・健康・福祉講座
・地域福祉を考える懇談会
・セカンドライフを楽しむ会
・在宅援助活動（ボラセン）
・ミニデイサービス、サロン

３

松風台社会福祉協議会　歴代役員

周年 会長 副会長 会計

0 2000年 （平成12年）吉本恵子（代表） 磯野瑠美子 浅枝　陽 宮代芳夫 松尾明海

1 2001年 （平成13年）吉本恵子（代表） 伊藤輝美彰 小山博美 宮本忠郎

2 2002年 （平成14年） 宮本忠郎 大友百合子 小山博美 河野　清 岩田克男 藤本好得

3 2003年 （平成15年） 宮本忠郎 大友百合子 小山博美 森　　潔 有元佳子 三輪裕基子

4 2004年 （平成16年） 宮本忠郎 大友百合子 小山博美 森　　潔 金光叡一 山本恭代

5 2005年 （平成17年） 宮本忠郎 佐久間務 金光叡一 清水武正 西原義明 新井哲夫 石田龍二郎 小室孝治 中井明子 五味敏子

6 2006年 （平成18年） 佐久間務 金光叡一 那須嗣夫 西原義明 岡野正之 大塚節子 鎌田　忠 藤林聖治 坂本憲治

7 2007年 （平成19年） 那須嗣夫 新井哲男 征木英一 小島佳一 吉田正一 西村勝彦 岡野正之 和田行子

8 2008年 （平成20年） 西村勝彦 岡野正之 征木英一 浅枝　陽 吉田正一 森田淑恵 一本木康司 高橋玲子 丸山正光 舘　正成

9 2009年 （平成21年） 丸山政光 安田由美子 浅枝　陽 高橋賢一郎 當間栄祐 吉田正一 高麗敏明 藤田英子 小林美生子 松田智子

10 2010年 （平成22年） 吉田正一 藤田英子 杉原三郎 山崎孝彌 馬瀬㓛子 堀江奈織子 勝又一陽

11 2011年 （平成23年） 馬瀬㓛子 早瀬せつ子 勝又一福 佐伯芳夫 井嶋美代子 水野百合子 児島　健

12 2012年 （平成24年） 馬瀬㓛子 五味和子 児島　健 行正龍昭 井野昭子 新保　晃 斎藤立子

13 2013年 （平成25年） 馬瀬㓛子 柳澤　哲 斎藤立子 近藤滋子 鈴木義隆 三木有子

14 2014年 （平成26年） 鈴木義隆 近藤滋子 三木有子 宮本忠郎 坂本鐵司 亀井宗士

15 2015年 （平成27年） 宮本忠郎 坂本鐵司 亀井宗士 渡邊雅史 竹松和男 中村秀子

16 2016年 （平成28年） 渡邊雅史 竹松和男 中村秀子 三輪裕基子 小林美咲子 田中　繁

17 2017年 （平成29年）三輪裕基子 小林美咲子 坂井栄子 藤林聖治 坂口洋子 臼井裕子

18 2018年 （平成30年）三輪裕基子 坂口洋子 臼井裕子 福江　久 石田厚子 杉江三知代

19 2019年 (平31/令1) 福江　久 石田厚子 杉江三知代 那須嗣夫 和田行子 久保千加子

20 2020年 （令和 2年） 那須嗣夫 和田行子 久保千加子 段上圭子 本間明子 小松幹子

年　度 自治会から派遣された役員理事一覧



２．ほっとサロン

１．松の実会

✧４つの部会…松風台自治会館１階集会室にて活動しています。見学もOK！お気軽にお立ち寄りください。

４

◆湘北地区では、1989年から
「ほのぼのクラブ」という認
知性老人のミニデイサービス
が、民生委員により香川公民
館で実施されていました。
◆その後、行政の施策が拡大
し、地域が支えるべきは「一
人暮らしや虚弱なお年寄り」
という考えの一方で、もっと
身近なところでのデイサービ
スの要望も大きく、香川、甘
沼、松風台それぞれの地域で
実施するようになりました。
（鶴が台では既に実施）
◆これに応え、1993年４月に
「松の実会」はスタートしま
した。当時は松風台社協が組
織されていなかったため、湘
北地区社協へ松風台自治会か
ら参加していた理事・評議員6
名が主催し、ボランティアと
参加者を募集し始まりました。

1993年から続く地域密着のミニデイサービス

2005年にオープンした松風台の喫茶室

2019.12 X’mas オカリナ演奏会

2019.12 X’mas

「福祉相談」
民生委員の方も参加、
相談に応じています。

◆毎月第３水曜日
◆10時～13時
◆参加費 500円

（お弁当代）

◆毎月第2・第4水曜日
（12月は第2のみ）
◆13時～15時
◆コーヒー・紅茶各50円

◆2004年、高齢化率の高い松
風台に「地域サロン」をと、
松風台社協役員、民生委員、
ほか数名で“サロン準備委員
会”が立ち上がりました。
◆準備に当たっては、地域サ
ロンの先駆けである鶴が台団
地の「水曜サロン」を何度か
見学させていただきました。
◆スタートまでは、市社協へ
の初期整備申請、ボランティ
アの募集、リサイクルショッ
プを回ってコーヒーカップの
準備、「サロン」のプレート
や砂糖入れは手作りするなど
準備に追われましたが、花瓶
をいただいたり地域の方々の
ご協力も得て、2005年7月13
日（水）13時、地域の喫茶室
「ほっとサロン」はオープン
しました。

「数独教室」
「ひだまり」に出題さ
れていた数独をきっか
けに仲間が集まり、
ほっとサロンで開催。
興味ある方の参加をお
待ちしてます。

1996.10.18 茅ヶ崎海岸

会の始まりに歌われる「今日も
幸せ」（作詞 吉川恭子 作曲
佐竹洋子）、終わりに歌われる
「明日も幸せ」（作詞作曲 松
の実会ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ）は発足
の頃から歌い継がれています。

2015.7.8  数独教室

表彰履歴（地域福祉貢献）

★活動10年感謝状
～茅ケ崎市社協より～

2015年11月
★活動15年感謝状
～茅ヶ崎市より～
2020年10月

表彰履歴（地域福祉貢献）

★活動10年感謝状
～茅ケ崎市社協より～

2003年11月
★活動15年感謝状
～茅ヶ崎市より～
2008年10月



４．子育てサロン 「まつぼっくり」

３．歌の街

５

２００７年にスタートした懐かしい歌を合唱する集い

０～２歳の乳幼児と保護者の交流の場

✧松風台自治会のホームページでも詳しく紹介しています。 是非一度のぞいてみてください。

2019.12 X’mas

2011.12.6  初回

◆高齢化の到来を見据え、健
康維持のために、だれもが参
加できる定期的な歌の集いを
開いてはどうかと、2006年度
から検討を始めました。
◆電子ピアノを寄贈してくだ
さる方や、歌唱指導、ピアノ
伴奏のボランティアも決まり
2007年9月2日（日）に始ま
りました。当日は、当時市内
在住のギター奏者 奥田紘正
氏（故人）をお迎えし、オー
プニングを飾りました。
◆発足当初は松風台社協の直
轄事業として運営されました
が、2010年度からは部会の一
つとして独立しました。
◆会の名前は、童謡「歌の
町」から、「町」を「街」に
変え、「歌の街」としました。

◆毎月第２日曜日
または第３土曜日

◆10時～11時15分
◆参加費 100円

◆毎月第１・第３火曜日
◆10時～12時
◆参加費 50円 (保険料を含む)
◆飲食 持ち込み自由

◆松風台社協として、子育
て世帯を応援したいとの熱
意が実り、2011年12月６
日、子育てサロンが産声を
上げました。
◆どのくらいの方々に来て
いただけるのか、不安なま
まのスタートでしたが、初
日には10人近い乳幼児が集
まりました。
◆次世代の松風台を担う子
供たちをイメージして、愛
称は「まつぼっくり」です。

◆お母さんたちに
はちょっと息抜き
できる場所を、子
ども達には遊びを
通しての学びの場
を提供しています。
◆子育てを終えた
世代がボランティ
アとして参加し、
異なる世代との交
流もあります。

表彰履歴
（地域福祉貢献）

★活動10年感謝状

～茅ケ崎市社協よリ～

2017年11月

2017.10.8 10周年記念の会

2010.2

季節ごとに、
誕生日会、クリスマス会、
ハロウィン、ひなまつり、
七夕まつりなどを
開催しています。



年１回の主力事業である福祉講座では、松風台住民の福祉
の向上に関する講演会を毎年実施しています。

◆松風台社協の活動を自治会員の皆様にお知らせ
し、皆様に役立つ福祉に関する情報と知識、地域
でのボランティア活動の状況をお知らせしようと、
2002年11月1日に「松風台社協だより」を創刊
しました。
◆第8号から「ひだまり」と名称を変更し、デザ
インも新しくなりました。（年2回発行）

３．ラジオ体操

１．福祉講座

毎年、夏休みが明ける前の一週間ほど、南公園で、
朝6時半からＮＨＫのラジオ放送に合わせて実施し
ます。子どもから年配の方まで多数の方が参加し
ています。

◆地域の子ども達のために、松風台社協、松風台
こどもクラブ、防災会、ジェントルズ（ソフト
ボール同好会）、ふるさとワッショイ（夏祭り支
援グループ）、など自治会有志の協力により開催。
◆小さいお子さんでも使える杵があり、もちつき
を体験できます。
◆地域の人々の交流の場になっています。

２．広報活動

✧社協本体の活動

６

４．もちつき大会

社協だより 創刊号

2002年11月

ひだまり３８号

2020年8月

2018.8.20

20２０.2.１

2019.1.26

講　　座　　名 講　　　　　　師
第1回 2003 （平成15） 介護保険制度の利用者と事業者の間に立って見えてくること ケアマネージャー　中村和子
第2回 2003 （平成15） 住み慣れた地域で暮らす～在宅介護支援ｾﾝﾀｰの働き～ 特別養護老人ﾎｰﾑ　ｱｻﾞﾘｱﾎｰﾑ　田中　晶、中村勝之
第3回 2004 （平成16） 今、地域に求められているもの 社会福祉法人　麗寿会　福島廣子、在原
第4回 2005 （平成17） 介護保険制度改正の概要について 社会福祉法人　麗寿会　福島廣子
第5回 2006 （平成18） 介護保険制度改正でどう変わったか 民生・児童委員　有元佳子
第6回 2007 （平成19） 後期高齢者医療制度について 茅ケ崎市健康づくり課　

2008 （平成20） 　　　　　（休講）
第7回 2009 （平成21） 現在の特別養護老人ホームのあり方と介護保険について 特別養護老人ﾎｰﾑ　湘南くすの木　金子次美
第8回 2010 （平成22） 認知症を正しく理解するために 大木医院　大木教久
第9回 2011 （平成23） 介護保険と包括支援センター「あかね」の役割 包括支援センター「あかね」　横濱寛之

第10回 2012 （平成24） 湘南東部総合病院見学と医学講座（動脈硬化・心筋梗塞） 湘南東部総合病院　真能芙美香
第11回 2013 （平成25） 振り込め詐欺について 茅ケ崎警察署市民生活課、茅ヶ崎市消費生活ｾﾝﾀｰ
第12回 2014 （平成26） 暮らしの中で楽しく脳活 理学療法士　原田和巳
第13回 2015 （平成27） 暮らしの中で楽しく脳活 ﾊﾟｰﾄⅡ 理学療法士　原田和巳

2016 （平成28） 　　　　　（自治会館建て替えのため休講）
第14回 2017 （平成29） 口の成長と機能について ざくろ歯科　内間恭洋
第15回 2018 （平成30） 転倒のメカニズムと予防 ｶｲﾛﾌﾟﾗｸﾃｨｯｸ ﾊﾟﾘﾏｰﾅ茅ヶ崎　岡　　大、八木友美
第16回 2019 （平31/令1） 食事と栄養の話～おいしく食べて健康長寿～ 茅ケ崎市立病院　葦津幸子

2020 （令和2） 　　　　　（新型コロナウイルス感染拡大防止のため休講）

年度



民生・児童委員 松尾 守人

◆松風台社会福祉協議会が２０周年を迎え、
皆様方のこれまでのご活動・ご活躍に感謝し、
今後の更なる発展を祈っています。
◆当松風台も急激に高齢化が進み、各会へ出
席したいが「足（自治会館への移動負担）」
の不安、また世話役をオリジナル世代の方に
お願いし、「会の運営や会場設営の体力負担
等」をお掛けするなど問題が浮上、解決策が
なかなか見つかりません。また、一人住まい
の高齢者との「顔の見える交流」をどのよう
にするのか、問題点は多々あります。
◆しかし、近頃当地にも徐々に若い世代の転
入が見受けられ、「餅つき大会」（ジェント
ルズ等の共催）の盛況さ、「松風台こどもク
ラブ」の行事の多様化で協力者も増えてきて
います。これらを受けて、松風台全世代の交
流の活性化・親睦が更に深まることを、若い
世代の方々にもお願いしていきたいです。

湘北地区ボランティアセンター
有元 佳子

◆建物は香川小学校の松風台寄りにあります。
地区の住民同士の助け合いを活発に推進して
いる福祉の拠点です。
◆独居高齢者や高齢者世帯、障害のある人等
への介護保険では出来ないちょっとした困り
事、例えば庭の草取り、枝切り、ゴミ出し、
部屋の片づけ、家具の移動、さらに電球や蛍
光灯の取替え、ガラス拭き等の家事援助です。
◆さらに独居高齢者への話し相手（敬愛訪
問）や見守り活動（毎週の電話コール）等、
住みなれた地区で安心して暮らしていく為に
支え合いを行っています。また地区の皆様が
楽しく集う所でもあります。コミュニティサ
ロン（毎月第１金曜日１時～３時）自由広場
（毎月第４木曜日１時～４時）麻雀、将棋、
オセロ等ゲームを楽しんでいます。参加費は
無料です。
◆住民同士が支え合い、助け合い、ふれあっ
て人生を豊かに楽しく健康に過ごしていきま
しょう。
◆日常生活の中で困りごと、悩んでいること
を気軽に相談してください。来所されても電
話でも結構です。ひとりで悩まずご相談に応
じます。
🔹受付日時

毎週月曜日と木曜日１０時～１２時
🔹「福祉なんでも相談」

第２火曜日１０時～１２時 ７

関連団体からの
メッセージ

社会福祉法人茅ヶ崎市社会福祉協議会
湘北地区担当 横山 康洋

◆地域社協ができた２０００年は、社会福祉
の転換期で介護保険等もありましたが、地域
福祉の推進も掲げられていました。市社協で
は地域福祉活動計画の中でミニデイサロン活
動の推進を重点として、地区社協の皆さまと
推進している時期でした。
◆前年に入職した私は色々な方にお世話にな
りましたが、松風台というと故森会長のこと
が思い出されます。当時湘北地区社協会長で
もあり、地域福祉の推進として自治会域ごと
に地域社協を設置し、歩いていける距離での
サロン活動などを推進する核として位置付け
られました。この取り組みにより身近な地域
での交流、支え合いの活動が進められ、現在
の松風台の様々な活動にもつながってきてい
ると感じます。
◆ぜひ今後も住民同士の話し合いの場を大切
にして住みよいまちづくりを進めていただけ
ればと存じます。市社協でも引き続き一緒に
考えていきますのでよろしくお願いします。

湘北地区地域包括支援センターあかね
榎 良平

◆包括支援センターあかねは、地域の高齢者
の相談窓口として２００８年４月より開設し、
松風台の住民の方々の相談に乗ったり、サロ
ンに出向かせてもらったりしています。
◆私の松風台の印象は、「静かで落ち着きが
ある街」ですが、昔から住む方々の話では
「昔は子供達の遊ぶ声がにぎやかに響き渡っ
ていた」と聞き、少し驚きでした。
◆松風台の高齢化率が５０％に迫る現状の中
で、今後は地域でお互いを支えられる関係を
作っていくことが大事だと考えています。
◆２０年を支える世代の方々につきましては、
これからも微力ながら、お力添えさせていた
だきますので今後ともご指導、ご支援の程よ
ろしくお願い申し上げます。

🔹開館時間 月曜日から土曜日
午前８時半から午後５時まで



✧編集後記✧
松風台も45年が過ぎ、社協の活動の記録を残し伝えるのは今

しかないと記念誌を制作することになりました。20周年を迎え
た2020年は新型コロナウイルス流行により社協の活動も全面休
止しました。毎月決まった曜日、時間に自治会館を訪れるとス
タッフの方が笑顔で迎えてくれることのありがたさ、コロナ下
での福祉の難しさを痛感しました。第一世代が長年大切に育ん
できた“地域の絆”“心の絆”を感じ、自分の街の福祉につい
て考えるきっかけになれば幸いです。（M.K.）

編集/発行
松風台社会福祉協議会
2021年 (令和３年） 3月31日
会長
那須 嗣夫

20周年記念誌編集委員
小林 美咲子 亀井 宗士
鈴木 義隆 和田 行子

８

３．歌の街

ほっとサロンはその名のと
おりスタッフの皆さんのお
心遣いが伝わってきてほっ
と一息つける場所です。
異なる世代の方とのお話も
楽しみです。

月１回ですが心身と
もに元気になり、皆
さんと参加し続ける
ことが願いです。

１．松の実会

おかげさまで、地域の
サロンとして、１５年
間活動を続けることが
できました。

２．ほっとサロン

毎回30人ほどの方が
参加されます。松風台
以外の方もいらして松
風台のみならず、地域
の「歌の街」です。

ここで暮らせてよかっ
たと思わせてくれたス
タッフの方々に感謝し
ています。

子育てサロン

４．まつぼっくり

～ボランティアスタッフ・参加者アンケートより～

松の実会の発足当時、お世
話した世代に私たちが差し
かかる今、若い世代にバト
ンタッチしてゆく体制がで
きると良いですね。

ボランティア活動に興味を
持ち、そして喜びを感じて
欲しいと思います。
松の実会は年齢制限なし、
若い方のお手伝いを期待し
ています。

ふらっと立ち寄って美味し
いコーヒーをいただける場
所です。これからもあって
ほしいなあ。 スタッフに若
い方が参加されて、次につ
ながると嬉しいです。

皆で歌うと気分爽快。
歌は心の栄養です。
歌は人生を豊かにしてく
れます。
健康のためにも、これか
らも歌い続けたい。

私たちが「何か楽しいこと
をしよう」と始めたように、
新しい愛好者が集まり、新
しいスタイルの「歌の街」
をつくってくれることを
願っています。

小さい子供を連れて遠く
へ行けないので、近くに
あるのは助かりました。
子育てのこと、幼稚園の
ことなど情報交換ができ
大変助かりました。

少子化の中、お母さんたち
を繋げてくれる大切な存在
です。
継続することは大変ですが、
これからもぜひ続けてほし
いと思います。


