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優 秀 賞

るらしいのです。テレビで見たその人は南アフリカ
代表のオスカーという人で、両足に板のようなもの
をつけていました。これを義足というのだそうです。
ぼくは、
「自分の足でないのに走れるんだ。すごい
な。しかも、南アフリカの代表に選ばれて、世界中
の選手と一緒に走るんだ。
」と本当にびっくりしま

★共同募金会開成町支会長賞

福祉の観光地・開成

もあります。パラリンピックに出場する人や世界陸

ーをやるのだってたくさん練習するし、つかれる時

ぼくは、サッカーを習っているのですが、サッカ

かくしをしながら、白じょうをついて歩いたことが

私が四年生のときに、福祉体験で学校の回りを目

白じょうをついて、歩いている人を見かけました。

夏休みに、家族で東京にでかけました。その時、

六年 守田 朱音

上に出るオスカーさんも、きっとすごく努力してい

あります。知っている道なのに、歩くのがすごくこ

した。

るのだろうと思います。義足は人間の足とまったく

わくて難しかったです。それにもまして、交通量が

★開成町社会福祉協議会長賞

ぼくは、
『福祉』という言葉の意味がよくわかっ

同じではなく、義足をコントロールするためには相

多く、大勢の人がいる中を歩くのは、とても不安で、

ちになりました。

味なのかと分かったような分からないような気持

事のような気がしていたので、福祉と幸せが同じ意

ぼくは、何となく「こまっている人を助けてあげる」

くにはやりきれるか分かりません。でもオスカーさ

を目指して練習することは、本当につらそうで、ぼ

きない苦しさと出られるかも分からない世界大会

続けられるか考えました。思うようにサッカーがで

ぼくが今義足になったら、今まで通りサッカーを

風にゆれる音を感じました。目で見ていない代わり

その花の甘い香りと鳥の声、川の流れる音、稲ほが

ろい花の香りがただよっていました。目を閉じたら

私が犬の散歩で、川沿いの道を歩いていたら、おし

一方、開成町は、緑が多くゆったりとしています。

福祉はみんなの幸せ

ていないような気がしました。国語辞典で調べると

当な練習が必要だそうです。

四年生の時、
『パラリンピック』について調べま

んは、あきらめずにやりきって、すごいと思います。

に、耳と鼻をよく働かせたら、自然がいつもと違う

五年 堀 佳延

その意味は、
「人々の幸せ」と書いてありました。

した。
『パラリンピック』は体の不自由な人達のオ

すごい努力をして、がんばっている人が、ふつう

大変なことなのだろうと思いました。

リンピックです。陸上競技やサッカーなどいろいろ

形で見えてわくわくしました。その時、ふと思いま

うことが、みんなの幸せで福祉なのではないかと思

手助けをしてあげるのでなく、お互いをみとめあ

と。

由だとしても楽しめるものがたくさんあるのでは。
」

れど豊かな自然やお祭りがあるので、例え目が不自

●開成町社会福祉大会朗読作文

いました。

「開成町は都会のようなにぎやかさはないけ
だりすることが、本当の福祉ではないかと思います。 した。

な種目があります。車イスを使える種目もあります。 の人といっしょの大会に出たり、スポーツを楽しん
体の不自由な人々も、一生けんめいスポーツをして
いることが、すごいと感じました。応えんしたくな
りました。
でも、もっとすごい事を知りました。今年行われ
る『世界陸上二〇一一』に義足のランナーが出場す
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例えば、開成町で行われる阿波踊りもそのうちの
一つです。阿波踊りは、目で観て楽しむこともでき
ますが、人の活気や、おはやしの音、かけ声を聞く
だけでも、十分楽しいふん囲気が想像できると思い
ました。

★開成町教育長賞

ニコしていて明るくて、やさしい人だなぁ。
」私は、

その人たちとお話すると楽しくなります。小さなお

店で、スロープなどはつけられなくて、段差がいっ

ぱいあるけど、不便な所はお父さんとお母さんと私

私の家は、手打ちそば屋です。毎朝お父さんが、

出会い

で、協力して心をこめて、お客さんの力になりたい

です。車いすの方、目の不自由な方、高れい者の方

も良いです。風がふくたびにそれぞれの風鈴が違う

石うすでそば粉を作り、おそばを打っています。家

私は、
「出会うということは幸せ」だということ

六年 皆川 みすず

音をかなでます。その中にいると、
「涼」を実感で

がお店だと、いろんな人が来ます。障害を持った人

がわかりました。たくさんお話ができるし、いろい

また、開成町の瀬戸屋敷で行われる「風鈴祭り」

きます。また、瀬戸屋敷は古い造りになっているの

や、高れい者、にんぷさん、小さな子供を連れた人

ろ学べるからです。

などを助けてあげたいです。私はどんな人とも、あ

で、今の床と違い歩くたびに木のぬくもりを感じま

もたくさん来ます。私は、お客さんとお話すること

いさつをしたり、お話をしたりしたいのです。

す。そして、木の香りをかぐと心が落ち着きます。

このように、
「福祉の観光地・開成」にするため

にならず安心して楽しめます。

不自由な人や、お年よりや、小さな子どもも、不安

ます。全てのイベントに安全な場所を作れば、体が

色を伝えるガイドをしたらさらに楽しめると思い

ナーを作ったり、私たち小学生などが、花の種類や

本物のアジサイにさわって花を感じてもらうコー

した。でも、愉快で楽しい人でした。機械で話す人

くし、機械で話す人と会った時は一瞬びっくりしま

話を聞くと、私はとても勉強になります。声帯をな

どおもしろい話をたくさんしてくれます。そういう

れい者の方は昔の仕事の話や、戦争を体験した話な

のしりの高れい者の方などとお話しをしました。高

家族だったり、声帯をなくし、機械で話す人や、も

どういう方とお話したかというと、耳の不自由な

りまきたいです。

みんながいつも笑顔でいれるよう、私も、笑顔をふ

す。

そして、困っている人がいたら、助けてあげたいで

どんな人とも、差別をせず、接していきたいです。

私は、家がお店でよかったと思います。ふだん会

には、開成町のバリアフリー化を進めることや、住

がいるなんて知らなかったので良い経験になりま

があります。

む人たちの温い気持ちが大切だと思います。私は、

した。耳の不自由な家族には、学校で習った『あり

そして、
「あじさい祭り」も楽しめる一つです。

そんなみんなにやさしい街、みんなの笑顔が集まる

がとう』を手話でやりました。手話で話した時は、

なるようにしたいです。

そして、来てくれたお客さんが、幸せでうれしく

私は、だれにでも親切にできる人になりたいです。

えない人たちと、出会えるからです。

街、
「開成」になったらすてきだと思います。

何だかうれしくなりました。もっと覚えたいと思い、
手話の本を買ってもらいました。どのお客さんも、
最後は、笑顔で帰っていきます。
私はその人たちを見て思いました。
「いつもニコ
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優 良 賞
かけると、
「何？。
」と聞きます。下手な手話を使っ

かる様になりました。おばあちゃんが早口で、話し

きは、だれかに助けてもらって「ありがとう」と言

じいちゃんが何がなんだかわからなくなったと

りでした。じいちゃんが笑うとまわりも笑いました。

足がむくんだとき、じいちゃんは体に力が入らな

て教えてあげると大体通じます。おばあちゃんは、
ると家族でスキーに行きました。お兄ちゃんは、耳

くて、ぼくのばあばとママで力を合わせてベッドに

いました。そのときも笑顔でいました。

の聞こえない人のスキー大会で全日本技術選三位

はこびました。そのときも笑顔で「ありがとう」と

ぼくに「ありがとう。
」と言います。毎年、冬にな

になりました。聞こえないというハンデを持ってい

いいました。

ぼくのお兄ちゃん

ぼくには、高校三年生のお兄ちゃんがいます。お

ても、どんなことでもがんばり、つらいことがあっ

四年 石塚 稔己
兄ちゃんは、赤ちゃんの時病気で耳の聞こえが悪く

ても決してぐちをこぼしたり、不満を言ったりしな

ゃんは、生まれて七カ月の時、高熱を出し病院へ入

顔も手もまるでドロの様な色をしています。お兄ち

が洗たく物が多くて二階に上がれないと持ってあ

って来ると席をゆずります。家の中でおばあちゃん

ちゃんはとても親切です。電車の中にお年寄りが乗

でピッチャーをしてがんばっています。日に焼けて、 いお兄ちゃんをぼくは、そんけいしています。お兄

ています。

るのかは、わからないけれど、ぼくはうれしく思っ

ました。どんな理由で笑顔とありがとうをいってい

なる言葉でした。どんなじょうきょうでもいってい

「笑顔」と「ありがとう」は、まわりがうれしく

なりました。でも、お兄ちゃんは今、学校の野球部

院しました。退院してきた時、もう耳の聞こえが悪

げます。ぼくは何が出来るだろう。お兄ちゃんはふ

ぼくも「笑顔」と「ありがとう」をしているけれ

くなっていたそうです。たった七ヶ月だったけど聞

るとお兄ちゃんは分かります。ぼくは、
「お兄ちゃ

ゆっくり話したり口をはっきり開けて話したりす

る様に耳を治してあげられるお医者さんになりた

命勉強して耳の聞こえない人たちが音楽を楽しめ

歌ったりする事は、出来ません。ぼくは、一生けん

どんな理由で入院しているかきいたら、足がむくん

に入院しているといわれて、少し不安になりました。

がいないのに気がつきました。ママにきいたら病院

ある日ぼくが学校から帰ってくると、じいちゃん

ど、じいちゃんにはかないませんでした。

ん、本当は聞えるのでしょう。
」と思うことがあり

いと思います。

こえた時があったので、ほちょう器をしない時でも、 つうの人と同じです。でもきれいな音楽をきいたり

ます。でもこれは小さな時横浜にある学校で勉強し
たからなのだそうです。それはそれはきびしい訓練

でいるからという理由でした。ぼくは、安心しまし

もじいちゃんは「笑顔」のままでした。

ともできなくなってしまいました。でもいつ行って

じいちゃんは足のむくみのせいで一人で立つこ

うれしそうにしていました。太陽のようでした。

じいちゃんは笑顔でした。じいちゃんはぼくがきて

そのあと、すぐに見舞いに行きました。ここでも

た。

校には、耳が聞こえないと言っても色いろな人がい
ます。生まれた時から全然聞こえない人、少し聞こ
えるのでほちょう器をすれば、良く聞こえる人など

ぼくのじいちゃんはいつも「笑顔」でした。田植

笑顔を大切に

だったとお母さんは言っています。お兄ちゃんの学

四年 瀬戸 琉聖

お兄ちゃんの野球の試合を時どきおうえんに行き

えをするときも入院しているときも「笑顔」ばっか

です。そういう人たちは手話を使います。ぼくは、
ます。その時、選手の中に入ってだんだん手話が分

-3-

ぼくのじいちゃんには「笑顔」が一番と考えてい
ました。ぼくはそれをつたえたかったけれどつたえ
られませんでした。じいちゃんはやっぱり笑顔が一
番です。
じいちゃんが家にいたときは、
「こうやるんだよ」

おばあちゃんのおかげです。

がいのある人を見ても特別な目で見ません。それは

やお年よりに、やさしく声をかけたりするのも「ふ

は考えずに、おばあちゃんのように体の不自由な人

くし」なんだなあと思いました。

わたしもおばあちゃんのように、
「大きなこと」

おばあちゃんは、見た目では分からないけれど心
ぞうにしょうがいがありました。それだけでも大変

ではなく、身近な自分に出来ることからやってみよ

れてありがとう。
」

「おばあちゃん、わたしに大切なことを教えてく

なのに、家でしょうがいを持った人のためのりょう
言えない人や、自分の言い分ばかりを通そうとして

うと思いました。

じいちゃんは今は家にいないけれど、じいちゃん

しまう人、急にパニックをおこしさけんでしまう人

をしていました。りょうには、自分の言いたい事が

の部屋はぼくが勉強のために使っています。そして

など色々な人がいました。どんな人にもおばあちゃ

や「こうするんだよ」とぼくが教えました。

ぼくは、じいちゃんのことを考えます。じいちゃん

んは、やさしく声をかけて時には言って聞かせたり

バスツアーで学んだこと

五年 壱岐 文哉

ぼくは、この夏、耳の聞こえない人たちといっし

年よりに席をゆずる、目の悪い人がいたら道をあけ

ていこうと考えました。たとえば電車に乗った時お

でも、楽しく話しているのはわかりました。みんな

何を話しているのかさっぱりわかりませんでした。

バスの中で、手話をしている人たちを見たけれど、

ょに浅草へバスツアーに行きました。

る、何か困ってる人がいたらはずかしがらず声をか

でいろいろなところへ行って楽しかったです。

ぼくは、このバスツアーを通して感じたことがあ
「ふくし」と言う言葉を聞くと、体にしょうがい

てもみんな明るいということです。耳の聞こえない

一つ目は、耳が聞こえないというしょう害があっ

ります。
のある方のお手伝いをしたり、お年よりと関わった

人たちは、笑顔で楽しそうに手話で会話をしていま

るかなと思いました。

事でおばあちゃんの様に人の役に立てる事が出来

けるなど。一つ一つは小さな事だけれど、つづける

出来ないかも知れませんがまず小さな事からやっ

かしいことなのでおばあちゃんの様に大きな事は、

ました。人のためになる。と言う事は、とてもむず

私が大人になったら何が出来るのかと考えてみ

がたを見て、おばあちゃんはすごいなと思いました。

私は、おばあちゃんの家に行くたびにそう言うす

していました。

の笑顔を思い出します。
ぼくは「笑顔」が大切だってことを、じいちゃん
から教わりました。

佳 作
ありがとうおばあちゃん
四年 田中 紫乙乃
私のお父さんがわのおばあちゃんは今年の三月
に亡くなりました。
私は、いつも明るくやさしいおばあちゃんが大好

りするようなボランティア活動をするというイメ

した。きっと、このバスツアーに参加してウキウキ

きでした。そしておばあちゃんの生き方から色々な
ふくしと言う言葉を聞いて初めに思いうかぶの

ージがあります。でも、そのような「大きい事」と

事を、教わりました。
は、しょうがいを持った人の事です。私は、しょう
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しているのだろうなと思って、ぼくと同じだなあと
ちに出会ったら手話で会話をしてみたいです。

とを学べました。今度、手話で会話をしている人た

ようと思いました。

ぼくは、決心して手伝おうと思いました。おじい

さんと一緒に一台ずつたおれた自転車を直しまし

感じました。ぼくが今まで感じていたしょう害に対
する暗いイメージは、すっかりひっくりかえされま

た。すべての自転車を直した時、おじいさんは「あ

りがとう。
」と言ってくれました。

その言葉は心にひびきました。手伝って、よかっ

たなと思いました。

らなくても、表情や身ぶりでその単語の意味を覚え

ます。そのために少しでも、毎日、小さな親切がで

ぼくは、お年寄りの人を大切にしようと思ってい

とを見ていてくれたと思うと、さらにうれしくなっ

てきました。ぼくは、まわりの人もぼくがやったこ

」と言っているのが聞こえ
「あの子、えらいわね。

小さな親切

した。
二つ目は手話です。手話は、ぼくたちが英語を覚
えるのと似ているなと感じました。ぼくは、手話を、
口から出る言葉の意味や様子をそのまま手で表し

たりします。だから、手話は英語などの外国語を覚

きないかなと思っていました。たとえば、重そうな

てきました。小さな親切をすることは、まわりの人

同時に、信号待ちをしていた、おばあさんたちが

えることと似ていると思いました。

荷物を持ってあげたり、階段の上までせおってあげ

に喜ばれたり、自分も気持ちがよくなるものだなあ

五年 植松 寛治

三つ目は、耳が聞こえない人とも仲よくなれるこ

たり、信号を一緒に手を挙げて歩いてあげるなど考

たものだと思います。英語も言葉の意味はよく分か

とです。ぼくたちは、自分とちがうところがある人

これからは、恥ずかしがらずに、一人で出来る小

と思いました。
しかし、恥ずかしいのと力が無いので、今までな

をめずらしがったり、さけたりすることがあります。 えていました。
また、それが原因でけんかやいじめが起こったりす

そして、夏のある日、お父さんとぼくが、出かけ

さな親切は、もっとやるべきだと思いました。

人一人名前がちがったり、顔や性格がちがったりす

た時、銀行の前で、一人のおじいさんが、たおれた

親切な心を持って、だれもが安心してくらせるよ

かなかできませんでした。

ることは当たり前なのです。それは個性であって、

自転車を直している横を通りかかりました。たぶん、

うにするために、自分にできることをこつこつやっ

ることもあります。しかし、よく考えてみると、一

みんな同じ人間なのです。耳が聞こえるか、そうで

風でたおれたので、たくさんの自転車を上から順番

とをしないことも大切なことだと思いました。

また、他の人のことを考えて、人が困るようなこ

ないかというちがいだけで、個性と同じだなと思い

ていきたいと思っています。
だと思います。周りには、気づかない人や気づいて

に直して、自分の自転車を取り出そうとしていたの

四つ目は、耳の聞こえない人の心の強さです。耳

も手伝おうとしない人がいました。おじいさんは、

ました。
の聞こえない人は、体の心配などをせおっていなが

一人でつらそうに自転車をおこしていました。

号は黄色になっていました。ぼくは、一人でどうし

父さんは先に行ってしまい、わたろうとしていた信

ぼくは、手伝おうかなとすぐに思いましたが、お

ら、明るく、優しく、元気に笑顔を保てる心の強さ
があると感じました。そして、ぼくもそれを見習い
たいと思いました。
このバスツアーのおかげでぼくはたくさんのこ
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母の仕事の見学
五年 關 真理江

気管や肺に入ると、ちっ息したり肺炎になりやすい

れは、高れいの患者さんは、むせやすくて、食事が

様子をしっかり確認している事に気づきました。そ

声をかけてあげて、食べる人の飲み込む様子や噛む

がらがんばっています。そんなひいおばあちゃんが

仕事をすることはできないけれど、少しずつ休みな

です。毎日、畑で野菜や花を育てています。長時間

ひいおばあちゃんは、おばあちゃんと二人暮らし

ので、それを防ぐためだと母に教えてもらいました。 作る野菜は、とてもおいしいです。

ひいおばあちゃんは、年齢を重ねていくにつれ、

初めに、福祉とは何かを辞書で調べてみました。

意識がある患者さんにもない患者さんにも職員

て出征し、家に帰ろうとした所を敵の兵隊に銃でう

すると、福祉とは、多くの人のしあわせ、幸福と書

私は、食事をする時に、食べたり飲んだりおいし

たれて亡なったという悲しい過去がありました。

杖を使って歩くようになったり、声や音が聞きづら

母は、町内にある老人病院に務めています。病院

いと感じたりする事はふつうの事だと思っていま

でも、そんなこともなかったかのようによくしゃ

や看護婦さん達がやさしく、何回も声をかけてあげ

に着いてから、母が説明してくれました。
「この病

した。でも、今回、見学をして、そのことが、とて

べっていて、笑顔が絶えません。ぼく達が遊びに行

いてありました。それはどんな事と疑問に思い、母

院の患者さんは、ねたきりで、意識が無い人が多い

も幸せなことだと気づきました。でも、体が不自由

くと、
「元気かい？。
」
「大きくなったね。
」と毎回言

くなったりして大変です。それと、若いころに戦争

んだよ。
」そして、食事の時の様子を見せてもらう

な人や、高れいの人、意識が無い人でも、食事をす

います。そして、ひいおばあちゃんの楽しみは、開

ていました。私は、それを見て意識がなくても安心

ことにしました。すると、ねたきりの人は、鼻から

る時に、色々工夫をして、少しでも楽しく、安心に

成町の同じ地区の人達が集まる食事会で、いろいろ

と相談してみたところ、看護婦である母の職場を見

胃まで管が通っていたり、おなかの上から胃まで直

することができるという事を、私は学ぶことができ

な人と話すというのがなによりの楽しみだそうで

を体験し、ひいおばあちゃんのお兄さんは兵隊とし

接穴をあけて管を通し、栄養を入れていました。そ

ました。多くの人の幸せについて、食事を通して、

す。

するしうれしいだろうなと思いました。

の栄養を流動食といいます。私は、母に言われそれ

考える事ができました。困っている人を見かけたら

学することになりました。

を舌でなめてみました。口にして一しゅんはコーン

進んで声をかけて助けてあげたいです。

行きました。店は二階で階段があります。やはりひ

夏休み中は、お盆でひいおばあちゃん達と外食へ

スープかと思いましたが、次にそれがとても甘くな
りました。正直、少し、おいしくなかったです。で

く達にとってふつうな事に苦労しています。

人、耳が不自由な人、高齢者の人、その人達は、ぼ

地球には様々な人がいます。例えば足が不自由な

畑仕事という毎日です。

ています。最近は早くねています。そして朝起きて、

食事はあっさりした物です。家に帰っても横になっ

いおばあちゃんは、階段を上がるのが大変そうです。

ぼくのひいおばあちゃんは八十三歳です。

六年 草柳 陸

ひいおばあちゃんから学んだ福祉

も、栄養はたくさんあるようでした。次に、昼食を
食べる様子を見学しました。ほとんどの人の食べ物
は、ミキサーでやわらかく細かくしてありました。
体調が良かったり、気分が良かったりする患者さん
は車イスに乗せて外の景色を見たり音楽を聞いた
りしながら食事をするそうです。
私は、食事を食べさせる時、職員の人が、何回も
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らい人や車イスの人のためにもスロープをつける

なぜかと言うと、ぼく達がおじいちゃんの家に行く

と言われました。ぼくは、すごくびっくりしました。

ます。このように、おじいちゃんはいつもぼくを楽

ぼくはバッターです。二人で試合をやることもあり

やることもあります。おじいちゃんがピッチャーで、

実はじいじが入院して手術することになったんだ。
」 いちゃんの家の庭でテニスボールを使って野球を

と、それだけでも助かるものです。設備は、充分に

と、いつも野球をやってくれたり、オセロをやって

ひいおばあちゃんのように、階段を上がるのがつ

整っていますが、どこにでもあるわけではありませ

しませてくれます。

じいちゃんの手術は三時間くらいかかって成功し

手術が終わってからみんなでお見まいに行きま

●開成町敬老会朗読作文

病気にならないで長生きしてほしいと思います。

大好きなおじいちゃん。これから何年も何十年も

遊んでくれていつも元気だったからです。
ぼくは、休み時間の時とかに心の中でがんばれと思

おじいちゃんの手術の日は、ぼくは学校でした。

ん。なかったとしても、気付いた人が声をかけてあ
げたり、肩を貸してあげたりする気づかいが大切で
す。
世の中の人が協力し合って自分だけがいい環境を

たそうです。手術は、危険なこともあると思ってい

これから高齢化社会へ向かっていきます。そこで、 っていました。家に帰るとお母さんがいました。お
作るのではなく、お年寄りの人達が生活しやすい環
その環境を平等に感じられることが福祉だと思い

した。まだ体にくだがたくさん付いていて、酸素マ

境を作り上げるというのが大切です。一人ひとりが、 たので、すごくホッとしました。
ます。そして、ぼくのひいおばあちゃんには、いつ

スクもしていて動けないじょうたいでした。ぼくだ

ります。それは、ぼくにとって、おじいちゃんがと

今回、おじいちゃんが入院して分かったことがあ

になって本当にうれしかったです。

ていました。ぼくは、すごく心配していたので元気

外れて酸素マスクもしないで休憩室でテレビを見

回お見まいに行きました。おじいちゃんは、くだも

なくてかわいそうだなと思いました。その後もう一

ったら外に行ったりしたいのに部屋の中しか動け

までも長生きしてほしいです。

木下 裕敬

●開成町敬老会朗読作文

大好きなおじいちゃん
六年

「最近、なんでぼく達は留守番が多いの？」
「な

ちゃんの家に泊まりに行くと、近くの高校の野球の

ても大切な存在だということです。ぼくが、おじい

五月の終わりごろから、留守番やいとこ達がうち

練習試合を観に行ったりします。おじいちゃんは、

んで、りんとそうが来ることが多いの？」
に来ることが多くなったことが不思議になりまし

ぼくが野球を好きだということを知っているので、
一緒に連れて行ってくれるのです。それから、おじ

た。
ある日お母さんが、
「大事な話があるんだけど…。
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優 秀 賞
★開成町社会福祉協議会長賞

面がはがれてしまう状態でした。そんな中、せめて

いように、写真の情報など、手懸かりになる事を出

自分自身よく分かっていないまま参加してしまっ

そんな中、ボランティアの意味を改めて考えさせ

来るだけ記載してあげました。いつの間にか不安は

顔が写っている部分は残してあげたいと思いなが

られたことがありました。それは、三月十一日に起

なくなって一枚でも多く写真が持ち主の方に戻っ

たという事もあり、ボランティアの難しさを体験す

きた震災で泥だらけになってしまった写真を救済

てくれるといいなと思いながら作業をしていまし

ら作業をしました。また、持ち主の方が見つけやす

するボランティアです。震災の様子を毎日ニュース

た。その思いはグループ全員同じでした。見ず知ら

ることができました。

で見て、自分に何かできることはないかと考えてい

一方、かるがもボランティアに参加させていただ

充実感がありました。

んたちからも「ありがとう」と言葉をかけてもらい、

しい時間を過ごすことができました。また、お母さ

時間が経つにつれ仲良くなることができ、とても楽

げしくなかなか話をしてくれない子もいましたが、

母さんがいなくて泣いてしまう子や人見知りがは

もが好きなので、すごく楽しみでした。当日は、お

一つは、三歳児託児ボランティアです。私は子ど

バムを開いてみると、泥臭く、カビ臭い匂いがしま

袋、エプロンをして、いよいよ作業開始です。アル

きるのかと、とても不安に思いました。マスク、手

業には十分注意して下さい。
」と言われ、自分にで

す。また、どんな細菌があるかも分かりません。作

けた時、
「ガラスの破片が入っていることもありま

アルバムがいくつ並んでいました。作業の説明を受

人一組で行いました。目の前には泥だらけになった

ました。受付順にグループが分けられ、作業には八

と、平塚や横浜など、いろいろな所から集まってい

気が引き締まりました。作業する会場へ行ってみる

な仕事ではないからそのつもりでね。
」と言われ、

ましたが、その日の朝に母から、
「今日は、きれい

前日、部活を引退したばかりで気持ちが高ぶってい

は、写真を救済するという形で被災した方たちのお

ことができました。また、被災地に行けなかった私

た。健康な私は、障害者の方たちのお手伝いをする

なった私は、小さい子の面倒を見ることができまし

していけばよいのではないかと思いました。大きく

れていることを、できる人ができる範囲でお手伝い

いろいろありますが、意込む必要などなく、求めら

めて考えました。ボランティアで求められることは

の話を聞き、私なりに「ボランティア」の意味を改

今回、いろいろなボランティアを経験し、また人

の様子なども教えてくれました。

に出向き、家の清掃などをしてきたと言って被災地

一人の方は、ボランティアとして数日前にも、仙台

うまれ、何とも不思議な気持ちでした。グループの

同じ思いを持って作業をしていくうちに一体感が

たとき、母から誘われ参加してみることにしました。 ずの、年齢もさまざまな人たちの集まりでしたが、

いた時には、一緒に体操をしたのですが、なかなか

した。水に濡れた写真は、アルバムからはがすのが

役に立つことができました。ふり返ってみるとどれ

ボランティアとは

意思の疎通が図れず、障害者の家族の方たちに助け

とても大変でした。次に、はがした写真を一枚一枚

三年 遠藤 衣璃香

ていただきながらのボランティアとなり、自分は何

洗っていきました。震災から四か月もたった写真は、 も決して無理なことではありませんでした。今の自

参加する機会がありました。

私はこの夏休み、さまざまなボランティア活動に

の為にやっているのかと考えさせられたりもしま

バクテリアにやられてしまい、水につけただけで表

分ができることをやっただけでした。そういう考え

した。最後には仲良くなれましたが、障害について
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も、場面、場面で「今、自分に何ができるのか」と

わり、ともに生きていると実感しました。これから

た。私はボランティアを通じて、いろいろな人と関

とは、もっといろいろあるのではないかと思いまし

をもっていれば、日常でも自分がお手伝いできるこ

運ぶのがとても大変だった。改めて障害がある方々

てしまうし、何せ両手がふさがっているから荷物を

まう。また、長い距離を歩いていると手も足も疲れ

だし、降りるのも踏み外せば大変なことになってし

少しでも階段の段の高さが高いと上るのに一苦労

はなりかねないということである。前に述べたよう

私が思うのは、物ばかりではなく、人もバリアに

せなかったと思う。

てくれた親の存在がなければこれほど楽には過ご

起きて寒い中でも学校へ送ってくれたり迎えに来

そう」と他人事のように思うのは何か違うと思う。

に、見る目だけでも変わってくるし、ただ「かわい

だから外を歩いていても、バリアフリーが施され

そう思うだけでは何もプラスにはならない。その気

の苦労を知ることができた。

年後、十年後、どんなことができる様になっている

た物などがあるとなかったときよりは格段に過ご

持ちをバネにして、同情とは違った目で高齢者や障

いうことを考えながら生きていこうと思います。五
か、楽しみです。この夏の経験を忘れずに生活して

しやすくなった。実際に、緩やかなスロープがある

以前、電車に乗った時のこと。空いている席があ

いこうと思いました。

楽だった。でも、私は気付いた。それは、物や施設

まり見つからなくて私もやっと座れた時に、おばあ

害者の方々に接し、手助けすることが、見えないバ

ばかりを改良していっても、私たちが障害がある

さんが電車に乗りこんできた。こういう時は席を譲

と階段より怖くないし、すごく助けられた。階段も、

●開成町社会福祉大会朗読作文

方々に対する気持ちや見る目が変わらないと、最終

るべきだ、早く声をかけろと頭の中で念仏のように

リアをなくすことにつながる。

的にはあまり変わらないのではないかということ

なくて行動に移せずにいた。この時、どうして席を

自分に言い聞かせるのだけれども、どうも勇気が出
人の多いデパートなどに行くとよく分かる。私が

譲れなかったのか今でもちょっとだけ胸の奥に引

その時、少し遠慮がちに近くに座っていた高校生

まだ松葉杖で歩いていた時、普通に歩いているだけ

だ。

手すりがあるとつかまることができるからとても

★共同募金会開成町支会長賞
バリアのない社会
三年 山崎 未稀

ーやユニバーサルデザインといった言葉である。今、 ある。見てくる人は大抵が小さな子どもなのだが、

くらいの女の人がおばあさんに「この席、どうぞ」

っかかっている。
慣れていてもその視線が心にちくりと刺さるよう

と席を立って声をかけた。おばあさんは何度も申し

でちらりちらりと通り過ぎる人々に見られるので

外に出て歩いてみれば様々なバリアフリーが施さ

な感じがして、少し辛い。このような目が、障害が

福祉と言われて、まず思い浮かぶのはバリアフリ

れているが、それは本当に完璧なバリアフリーと言

訳なさそうに断っていたが、最終的にお礼を言って

生の人も笑顔になっていた。人は、人助けをすると

ある方々の「見えないバリア」になっているのだと
困っている人を助けるのは、とてもよいことだと

誇らしくなれるのだと思う。そんな光景を見ていて、

えるのか、ふと疑問に思った。

思う。私も、普段の学校生活を送る上で手を貸して

何もしていないのに何故だか私自身も清々しい気

座った。おばあさんも笑顔になっていたが、女子高

くれた友達の存在、毎朝朝練がある私のために早く

思う。

私は中学二年生の時、足の指を骨折した。当然何
もなしでは歩けるはずもなく、生まれて初めて松葉
杖を使うことになった。
そういう物は、慣れてきてもやはり支障は出る。
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なれることに気付いた。私は、今後このような場面

る側、そして見ている人たちでさえも気持ちがよく

持ちになれた。人助けは、される側はもちろん、す
物を使って幸せになることは、福祉にならないので

人々の幸せということはつまり、誰か一人がお金や

の人々の幸せ・幸福〟と書いてあります。多くの

ンスを踊ったりします。私はいつも時間を忘れるほ

スソングを歌ったり、円になって手を取り合い、ダ

嬉しいです。演奏以外にも、一緒に色々なクリスマ

大きな拍手を送って下さいます。私はそれが何より

人全員がとても幸せで、もう何も望むものなどない。 ど楽しんでしまいます。こんな風に、普段交流のな

になったら、今度こそ絶対に席を譲ろうと決心した。 はないかと私は考えました。しかし、この町に住む
バリアフリーの「バリア」には、物だけでなく人

思いを一つずつ聞いて、実現させる。これは多くの

る社会の中で、お互いを尊重し合い助け合うことが、 全てが違うと思うからです。この一人一人の考えや

東日本大震災です。私は地震が起こったその時は学

に強く実感させられたのは、三月十一日に起こった

私が感じたこの福祉というものを、違う形でさら

いような方々と一緒にふれあい、思いっきり笑って

人の幸せをつくり出す近道なのかもしれませんが、

校で授業を受けている最中でした。今まで経験した

と思えるようになるのはきっと難しいのではない

やはり頭の中で考えても無理だと分かります。だと

ことのないような、とても大きくて強い揺れでした。

もなりかねないから、自分でそれを自覚して「バリ

したら、どうする事が福祉に繋がるのか、多くの人

それまでは私たち中学生は皆、グラウンドに避難と

楽しめる。これこそが本当の幸せであり、福祉と呼

の幸せを生み出せるのか、それを考える事が大切な

いう事を訓練以外で実行したことがなかったので、

かと思います。なぜなら人は、一人一人の考え方や

私自身も、そうやって「バリア」になってしまっ

第一歩です。私が考える福祉とか、幸せとかいうの

私やみんなにとって何もかも初めてで驚きであり、

ア」にならないことが、本当のバリアフリーにつな

たことは何度かあっただろうし、手助けができたの

は、小さな子どもからお年寄り、身体の不自由な方

恐怖心さえ覚えた大地震でした。何度も余震が起こ

べるものなのではないかと思います。

に見て見ぬフリをしてしまったこともあったので

まで、できるだけ多くの人が毎日笑って過ごしてい

り、その度に不安で不安で仕方ありませんでした。

価値観、何が不幸で何を幸せと感じるかなど、その

はないかと思う。これからは今までの経験を生かし

ける、そんな地域や町であり環境だと思います。そ

その日の夜はほとんどのテレビ局で、地震について

がるんだと思う。そしてこのいろいろな人々が生き

て、物も人もバリアにならない社会作りに貢献して

の一人一人の大事な笑顔をどうしたら増やしてい

報道していて、東北地方の映像を見たときは、本当

大切なのだと思う。

いきたいと思う。

けるか、それが一番の問題です。

るがもの会に入られているみなさんとで、交流を深

います。このコンサートは、私たち吹奏楽部員とか

スコンサート」というものに参加させていただいて

は毎年十二月に開かれる、
「かるがもの会クリスマ

私は中学校で吹奏楽部に所属しています。私たち

助け合いながら、避難所で炊き出しなど、必要な事

ぞれ複雑な思いを抱えながらも、みんなで協力し、

が痛む思いでした。しかし、東北地方の方々はそれ

思いをしているのだろう。そう考えると、とても胸

でした。東北地方で被災された方々は、どのような

にこれは日本で起きているのか、と信じられません

★開成町教育長賞

私は正直、今まで福祉がどういうもので、どうい

めながら楽しもうというものです。かるがもの会の

を積極的に行っている、一生懸命な姿が多くありま

人と人とのつながり

う事なのか、詳しく考えた事がありませんでした。

みなさんも、私たちの演奏を聴いて楽しみ、とても

三年 小野 恵実利

「福祉」という言葉を辞書でひいてみると、〟多く
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呼ばれるものがありました。何かが起きた時、困っ

思いっきり笑って楽しむ事以外にも、大切な福祉と

した。私はこれこそ福祉なのでは、と思いました。
人々が幸せに暮らせる環境。
」と、書いてあった。「幸

みることにした。そこには、
「幸福。また、多くの

はっきりとわからなかったので、国語辞典で調べて

ため、他の車両へ移って行かれたのも見たことがあ

中学生ぐらいの子が、
「キャー。キャー。
」と騒いだ

害のある方が電車に乗って来られた時に、私と同じ

されているが、まだ整っているとは言えないと思う。

る。駅には様々な人が使いやいようにと様々な工夫

例えば、駅を例にして考えてみよう。そこは、小

では、電車の中が「多くの人々が幸せに暮らせる

福」とは、
「心配や不安がなくて、みちたりている

がとても大切です。多くの人々が幸せで、自分が幸

さい子どもからお年寄りの方、体の不自由な方や障

環境」になるためには、どのようにすれば良いのだ

てしまってどうしようもない時、お互いに助けを求

福な人間、意味のある人生を送っている、一人一人

害のある方など、いろいろな人々が使う公共施設だ

ろうか。
「優先席」など、工夫はされている。では

がしてあり、
「多くの人々が幸せに暮らせる環境」

がそんな風に思えるような地域・町にするには、多

と思う。開成駅には、お年寄りの方や足の不自由な

……私は、一人一人の気持ちが大切だと思う。その

さま。
」という意味だった。では、
「多くの人々が幸

くの人の協力・支えが必要です。人間は一人で生活

方でも、階段を使わず改札口へ行けるように、エレ

気持ちや心遣いで、電車の中も駅のように、
「多く

め合える。本当に素敵な事だと思います。そんな素

し、生きていくのは不可能です。自分の気づかない

ベーターが設置してある。そして、切符売り場など

の人々が幸せに暮らせる環境」になると思う。これ

として整っている。しかし、電車の中は、工夫こそ

ところで誰かに支えられている。一人一人がそれを

には、目の不自由な方でも切符が買えるように、点

は電車の中だけには限らず、どのような場所につい

せに暮らせる環境」とは、どのような環境か。

意識して、自分が誰かに支えられているのなら、自

字もついている。そして、ホームには黄色い点字ブ

ても、変わらないと思う。

晴らしい関係を築くためにも、
「福祉」というもの

分も誰かを支えたい。そんな心を持つことができた

ロックもある。多くの人が使う駅には、様々な人の

道をする手伝いをした。私は、幼稚園児の女の子と、

ら最高です。人と人とのつながりは、絶対に消して

しかし、駅自体は「多くの人々が幸せに暮らせる

その子のお姉ちゃんの小学生の女の子と一緒に習

私はこの夏休み、友達と一緒に「かるがもの会」

環境」として整っていても、電車の中はどうだろう

字を書いた。私は障害のある方と接する機会はあま

ことを考え、バリアフリーが考えられている。だか

か。電車の中には、
「優先席」という、妊娠されて

り無いので、最初はどのように接すればよいのか分

はならない、人生には必要不可欠なもので、人間に

いる方や心臓の弱い方、体の不自由な方などが優先

からなかった。しかし、一緒に墨をすり、一緒に好

という、障害のある方とその家族の方のボランティ

されている席があり、吊革にも様々な長さがあった

きな字を書きながらおしゃべりしていくうちに、自

ら、ここは、
「多くの人々が幸せに暮らせる環境」

りなど、一見「多くの人々が幸せに暮らせる環境」

然と普通に接することができるようになった。そし

とって命の次に大事なものだと言えるのではない

として整っていると見える。だけど、私は前に、健

て、ボランティア活動が終わった時に、その女の子

ア活動に参加した。その日は、障害のある方の、書

康な方が優先席に座り、妊娠されている方が普通の

に「ありがとう。
」と言われ、嬉しくなった。最初

が、整えられていると思う。

席に座っているのを見たことがある。それから、障

でしょうか。

優 良 賞
福祉とは？
三年 加藤 菜津実
「福祉」とは、どのようなことだろうか。私は、
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本当の「福祉」と言えるのではないだろうか。

一人一人がみんなのことを考えられることこそが、

り、みんなが、心配や不安がなくみちたりていて、

「多くの人々が幸せに暮らせる環境」をみんなで作

りしていきたいと思っている。そして、そのような

も積極的にボランティア活動に取り組んでいった

不自由な方や障害のある方を助けたり、また、今後

そのような環境を作るために、自分から進んで体の

などがそれ以上に大切なのだと思う。だから、私は

なく、人々の気持ちや考え方、そして少しの気遣い

が使いやすくすることも大事だけれど、それだけで

るには、駅のように施設を工夫し、たくさんの人々

私は、
「多くの人々が幸せに暮らせる環境」を作

いう事を学ばせていただいた。

くてもみんな同じ」という事と、
「気持ち次第」と

のボランティア活動を通して、
「障害があっても無

一緒に楽しい時間を過ごすことができた。私は、こ

はとまどっていたが、障害がある・無い関係なく、

の精神がなければ成せるものではありません。私は

路についたようです。このようなことは『お互い様』

何かできることがあったという喜びと充実感で帰

いかと思いました。この夫婦もまた、自分たちにも

方は不自由な生活から少しは解放されたのではな

義変更する際に支払った数千円のみ。この被災者の

無償で提供していました。かかった費用といえば名

ていた自分たちの自動車をその場で被災者の方に

年輩の夫婦がいます。その夫婦はたった今まで乗っ

性や、神奈川県から八時間以上かけて被災地に来た

れば仕事ができないから。お互い様さ。
」という男

ていた船を無償で譲る。
「同じ漁師として船がなけ

が立たずに困っている被災者の方々に、大事に使っ

葉です。今回の未曾有の大震災で未だに生活のメド

も同等の立場で、誰が上でも下でもない、素敵な言

言葉に胸を打たれました。
『お互い様』とはどちら

いて、多くの方が口にしていた『お互い様』という

えます。ところが、普段から何気なくテレビを見て

体的・金銭的に余裕があるときに使われるように思

きました。テレビや新聞でよく目や耳にしたことは

てる大人になるチャンスはあるということに気付

らこれから生きていく中で、いくらでも人の役に立

す。ですが、今の私は何もできない中学生、それな

すから』と簡単に言ってのけることは難しいことで

痛をやわらげたい、ということです。
『お互い様で

野を生かして、少しでも他の被災者の方の精神的苦

と思いました。有効に使うというのは自らの得意分

れた命を大切にかつ有効に使わなければならない

見舞われても生き延びられたのならば、その生かさ

見ていて思ったことは、もし、このような大震災に

ました。色々な厳しい状況に置かれた方々の映像を

『お互い様ですから』などと思えるのか。色々考え

のか。しかもそのような極限状況に置かれていて、

人、知人など大切な人を亡くして、冷静でいられる

もしも、この被災者の方々のように、親や子、友

しているのです。

っていて、他人のことを考え、秩序を守って生活を

学生や幼稚園児までもが自分のすべきことを分か

災地では自分と同じくらいの中高生や、まだ幼い小

「私は美容師だから、はさみさえあれば、髪をカッ

そう感じました。
他にもこの義理堅い日本人は数々の『お互い様』

を見ていて私にも何かできることはないのかと、た

たった四、五カ月の間で、こういう人たちの行動

そんな話をしていたら「私たちももし生き残ったら、

美容師さんたち。祖父母も理・美容師の資格があり、

ができるよ。
」と、とても格好よく散髪される理・

トしてあげられて、少しでも気分を晴らさせること

だ漠然と考えてみましたが、私はまだ何もできない

はさみさえあれば何とか気がねなく生活できそう。
」

をいとも簡単にやってのけてきました。

ここ日本には、
「思いやる」
「労う」
「労る」など

無力な中学生です。今すぐにでも行動したいという

と言っていて、素敵だなと思いました。実際、私の

三・一一の震災から学んだこと

の素晴らしい言葉がたくさんあります。しかし、こ

気持ちと、自らの無力さに悔しさを感じました。被

三年 辻村 若菜

れらは対等の立場ではなく、どちらかが精神的・肉
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周りを見ると、父は電気技師、母は栄養士、おじは
教員免許を持っていて、これらの資格は、自分が生
きていくためだけではなく、他の困っている人たち
を助けることができる上に『お互い様』となること
ができるのか、と思いました。私の身近にいる人た

佳 作

事を話したら、
「俺はそんな世話されるほど長生き

はしたくないな。
」と言ったのです。それを聞いて、

思うことがありました。もし、自分が年をとってだ

んだん体がいうことをきかなくなり、うまく喋れな

揮することも可能で本当に素晴らしいことだなと

けることができ、その上お互い様の精神を十分に発

っぱりとさせてあげられる祖父母、みんなの事を助

気持ちが落ち込んでいる人たちには髪を切ってさ

は、即席でおじが教師に、前にもの述べたように、

しまだ学校の運営は厳しい状況に置かれている時

指揮をとり、少し落ち着きを取り戻した学生、しか

ど多すぎて手がつけられない避難所などでは母が

困っている人たちには父が、物資は届いているけれ

ていたが、この日は顔色も良くなったそうです。私

があまり良くなくて、もう先は長くないのかと思っ

でいました。母曰く、今年の二月に会った時は顔色

先に、ひいおばあちゃんが車いすに乗ってくつろい

いました。老人ホームで受付を済ませて案内された

と、一見目立たなそうでしっかり震災の跡が残って

屋根瓦が落ちたり壁にたくさんのひびがあったり

れているので、津波の被害にあいませんでしたが、

おばあちゃんの所へ行きました。そこは海からはな

今年のお盆に、私は福島の老人ホームに居るひい

見つけて無事に入ることができたのだと聞きまし

人ホームは当時残り一部屋だったのを親族の方が

人ホームで過ごしているのですが、今入っている老

おばあちゃんがいます。そのひいおばあちゃんも老

つの考えがあります。そして、私にはもう一人ひい

きてくれているだけで嬉しい。今私の中にはこの二

す。先程いった通り、何か不自由な事があっても生

も！誰だって早くお別れするなんて嫌だと思いま

まり長く人生を歩むのは良いものではないのか。で

一杯になります。そうなってしまうくらいなら、あ

に介護してもらう。私だったら申し訳ない気持ちで

自分の思うこと

いし記憶もあやふやになってしまうほど弱ってし

思いました。

はそこまで気にしなかったけれど、その他は特に大

た。以前までひいおばあちゃんは一人暮らしで、た

まったら。そして、その時に周りにいる親族の人達

今回の三・一一の教訓を心に焼き付けて、これか

きな事もなく元気に過ごしていてくれて何よりで

まにお手伝いさんが来たり、娘のおばあちゃんが行

三年 石田 瞳

らは今までとは違った少しはっきりとした未来に

した。しばらくひいおばあちゃんと話をして、帰ろ

ったりしていました。今でもたまに会いに行くので

ちだけでも、家はあるけど、電気回路をつなげずに

向けて生きていきたいです。
『お互い様ですから』

うとした時でした。後ろからひときわ大きい車いす

自分の老後なんてまだ分からないけれど、今は目

と笑って言える大人になりたいから。

挨拶したものの、お年寄りの方は何一つ動かないで

の前にある「やるべき事」をのりこえて行こうと思

すが、やっぱり家でゆっくりくつろぎながらお話す

そのまま通り過ぎてしまいました。
「喋れないのか

います。私が考えたのは、最近は農家の人達も足り

に乗っていたお年寄りの方が、介護士さんにおされ

な。それとも耳があまり良くないのかな。
」と頭を

なくなっているという話を聞きました。福島にいる

るのが良さそうに思います。

よぎったのですが、結局分かりませんでした。そし

おじいちゃんとおばあちゃんも農業をしているの

て通っていました。私は二人に、
「こんにちは」と

て自分の家に帰ってきて、父に老人ホームでの出来
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で、自分一人だけでは小さな力ですがそういう関係
のお仕事をボランティア等でお手伝いしたいです。
それと共に、自分の身の周りの人々だけじゃなくて
もっとたくさんの人と関わりあって人生の先輩で
ある大人の方々やお年寄りの方たちにも色々なお

介護に必要なことを知った一日
三年 猪井 ちほ
私は母が仕事をしているデイサービスを体験し

大切な仕事なのだと思いました。ですから、一人一

人目を離すことができないし、細かい所まで注意を

払わなければならないので、今回の仕事がもし二日、

三日と続いていたら私は大変なことになっていた

と想像がつきます。それほど大変な仕事なのだと体

不足という大変なことになっているなんて考えも

ない介護士さんなどが知らず知らずのうちに人数

ュースで流れています。日頃あまり関わったことの

化」の問題で若い人が少なくなっている、なんてニ

もっと成長させたいです。それに、今は「少子高齢

中、利用者様と話すたびに、
「ここの温泉は気持ち

ていたので、分かって良かったです。それと休けい

あります。私はずっと、どうやって入るのかと考え

浸かる事が出来ないので車椅子の人用に機械浴が

っています。普段車椅子を使用している人は温泉に

そこは、中川温泉から温泉を運び、利用者様が入

どを言いました。耳が遠い人が多いので耳もとで話

紹介し、私はその後、
『名前・学年・中学校名』な

人に自己紹介をしました。母が、
「私の娘です。
」と

人から母と従業員の綾部さんに連れられて一人一

私は朝、利用者様が集まっている時に、先に来た

で実感しました。

しませんでした。こんな世の中だからこそ、もっと

いいよ。
」と満面の笑みで言っていたので、従業員

すことを心がけました。そして私が言い終わると利

てきました。

もっと色々なことに取り組んだ方がいいんじゃな

でもないのに「笑顔になってもらえて良かった。
」

用者様が自分の歳や孫の話をしてから、
「受験頑張

話を聞いたり体験して自分自身をもっと内側から

いかと思いました。もちろん、自分の夢も大切にし

と、一人で嬉しがっていました。

ゃべりの思い出を書きます。

にしたいです。まずはそこからが自分を成長させる

友達や家族、親族、地域の人々とのつながりを大切

けるばかりじゃダメだと思ったのです。なので今は

ことです。子供だからっていつまでも社会の力を受

うならば、
「今からでも社会に貢献しよう」という

プを入れて飲ませていました。そうしないと口から

おかゆみたいだし、飲み物もトロトロになるドロッ

た人は喉がつまりやすい方なので御飯も水っぽく

けています。利用者様の昼食中、私が近くで見てい

切ってトロみをだしてあるなど、人によって作り分

して喉に通りやすいようにと、すごく細かい所まで

める人や一口サイズじゃないと食べられない人、そ

いると、
「記憶なんてどうでも良い。今を楽しむ人

て色々な話をして楽しみました。この人たちを見て

ました。でも全員元気だし、孫のように接してくれ

その中にはまだ五十代の人もいれば百歳の人もい

いた時に母に聞くと、やはり何人かは認知症でした。

す。その場では普段通り話していましたが、手があ

た。しかし、少したつと同じ事を言う人が多いので

てくれました。嬉しかったし、優しい人ばかりでし
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そして一番楽しかった利用者様との色々なおし

ます。でもその夢を叶えるためには、これからの日

れよ 応援してるからな。
」などと言って頭をなで

ための第一歩になるはずです。そしてその一歩をた

入ったものがしっかりと通っていかないからです。

生が良い。
」とでも言うかのように楽しんで過ごし

次に私が感心していたのは食事です。しっかり噛

くさん歩んで、もっと充実した日々を送っていきた

私はこの作業を見ていて、大変だとか、力作業だな

ているのが分かりました。ですから、一生懸命に今

本を作れるようにしなければならない。まとめてい

いです。

どとは思いませんでしたが、もし忘れてしまい、喉

を楽しんでもらえるように、お話をいっぱいしたり、

●開成町敬老会朗読作文

につまらせてしまったらと思うと、小さな作業でも

‼

利用者様が話している時は集中して目を見て聞く
ことを意識しました。そうすると「自分の話しを真
剣に聞いてくれている。
」と思うらしく、また話し

マナーではなく習慣に

が到着して、乗りかえの人たちがたくさん乗ってき

ます。たちまち車内は人でいっぱいになり、立って

いる人も出てきました。もちろんその中に、お年寄

りや子ども連れの方もたくさんいたのですが、もう

疲れ果てていて席を譲る気など湧いてこないので

三年 板倉 圭佑
今日の社会では、世界の人口は増加する一方で、

す。その時はもうただ座っているだけで、何も考え

始めたり、笑顔を見せたりしてくれます。それを見
ると大変な仕事の疲れも自然に消えていきます。そ

日本をはじめとした先進国では少子高齢化が進ん

〟です。私は目が悪いので目を細めるのが癖になっ

二つ目は〝目を細めて物などを見てはいけない！

ているかのように見えてしまうので、いけません。

組むと利用者様に「自分はえらいんだぞ。
」と言っ

一つ目は〝腕を後ろにくまない！〟です。後ろに

やつり革につかまって立っていたのです。これには

さい子連れのお母さんやお年寄りはみんな、手すり

内を見渡すと座っているのは、ほとんど学生で、小

一車両に数人いる程度でした。でもドアが開いて車

電車の席はほとんど埋まっていて、立っている人が

に乗っているのは、お年寄りと学生ばかりでした。

毎日電車に乗るのですが、ホームに入ってくる電車

超える死者・行方不明者の中には、老人ホームで働

日本大震災のことも忘れられません。二万五千人を

お年寄りへの対応といえば、今年三月に起きた東

とは苦手でした。

してあげたりはできるのですが、どうも席を譲るこ

開けて待ってあげたり、エレベーターのボタンを押

席を譲ってあげることはできませんでした。ドアを

結局こんな日が何日かありましたが、僕は一度も

駅で降りました。

何となくわかったような気がしました。そして次の

して幸せそうな利用者様を見ていると、とても嬉し

僕は中学三年なので受験をひかえています。その

でいます。それを実感したのが今年の夏休みでした。 ていませんでした。でも行きの学生たちの気持ちが

とが出来て良かったな。
」と心の底から思いました。

ため平日は塾の夏期講習に通っていました。そこで

くなるし、
「来て良かったな。利用者様を手伝うこ
最後に、母から教えてもらった、二つのやっては

ています。それを見ていた母が私に、
「目を細めて

とても驚きました。でも見ているままで、僕と友達

いけない行動について書きます。

はダメ。利用者様が、にらんでいると思っちゃうか

いていたとき地震にあい、最後までお年寄りのそば

くさんいたそうです。僕はその人たちがとても立派

は何もできないまま立っていて次の駅で降りまし
そうしてモヤモヤしたまま塾へ行き、勉強して満

だなと思いました。同時に席を譲ることもできない

ら。
」と教えてくれました。利用者様は細かい所ま
私は今回、従業員さんや利用者様を見て、介護と

足感たっぷりに塾を出るのですが、同時に疲労感も

自分が情けなく思えました。もし自分が、震災の現

に付きそっていて、津波に飲まれてしまった人もた

は仲良くふれあうだけではなく、一人一人の健康状

のしかかってきました。それにかばんには、たくさ

場にいたとしたら、きっとそんな事はできなかった

た。

態なども理解した上で、利用者様と接する事だと知

んの本や教科書が入っているためとても重く「早く

で見ている事を知り、気をつけました。

りました。そして一番大切だとあらためてみなさん

なりたいなと思いました。そのためには席を譲れる

と思います。だから将来は、人の役に立てる人間に
やがてホームに電車が入ってきます。電車はいつ

ぐらいの勇気もつけないといけないと感じました。

座りたい。
」と心の底から思いました。
もその駅始発の電車なので、僕たちが一番のりの乗

でもやはり、僕も含めてですが、お年寄りや障が

から教えてもらったのは『笑顔』です。そこに来て
いる全員が、とっても笑顔が素敵で輝いていました。

客です。それからしばらくして隣のホームにも電車
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いを持つ方々へ気配りができる人が、最近かなり減
ったように感じます。これからは高齢社会の時代に
入るというのに、今のままでは将来が心配です。
僕は「譲り合い」とか「助け合い」とかそういう

私たちにできること

まったら日本全体の元気がなくなりどんどん小さ

くなるような気持ちになってしまうのではないか

と、私は心配になってしまいます。

日本のサラリーマンは六十歳もしくは六十五歳

僕は交通機関で「どうぞ。
」と誰かが席を譲ると、

習慣になってほしいなと思います。

いうのは当たり前で、あいさつと同じように一つの

からです。助け合うと、お互いに気持ちが良いよと

のようにみんなで支え合える未来になってほしい

「助け合いましょう。
」と言わなくても、当たり前

り交流し合える世の中になってほしいからです。

いう言葉にとらわれずに、人間同士が自然体で関わ

らしていける世の中になっているように、今からで

います。お年寄りのみなさんが一人一人安心して暮

になっているのでしょうか。少し不安を感じてしま

住みやすく安心して生活を送ることができるよう

ていくのです。私たちが年をとり老人になった時、

までと同じように生活していくことが難しくなっ

感じていると思いますが、年齢を重ねていくと、今

生活していることが当然であり、当たり前であると

私たちは誰もが年をとります。私たちは今普通に

自由なく、安心して暮らしていけるようにするため

お年寄りや体の不自由な人たちがこれからも不

かと思います。

もっともっと日本も元気になっていくのではない

ですが、その老人パワーを有効に活用していけば、

日本の将来にとって悪いイメージだと思われがち

のにもったいないと思います。高齢化社会というと、

金暮らしをしているのは、体力的にももっと働ける

の人たちはまだまだ元気だと思います。定年後、年

びり過ごしていると聞きました。でも、今の六十代

では定年を迎え、ほとんどの人が仕事をやめ、のん

自然と拍手が起こるような雰囲気は嫌いです。席を

も将来のことをしっかりと考えておかなければい

にはこれからの日本を背負ってく私たちの世代が

三年 小野 沙耶加

譲ったら「あ、先を越された。
」と譲った人に競争

けないと思います。

言葉が無くなってほしいなと思います。本当はこう

心を持つような空気の方が好きです。

るまでには、この習慣が少しでも定着しているとい

たちも高齢社会を背負うことになります。大人にな

はないと思います。これからは、今は中学生の自分

その行動が習慣になりつつあると言っても過言で

然とみんながそういう行動をできるようになれば、

も、その席にはきっと誰かが座るでしょう。逆に自

もし席を譲りにくい状況なら、自分が立つだけで

でしょう。

きるようになれば、日本の未来は明るいものになる

福祉という言葉に束縛されずに、みんなが行動で

で働く人も少なくなってしまいます。そうなってし

りは十分な年金を受けることができなくなり、会社

んどん減っていってしまったら、ほとんどのお年寄

をする世代が極端に少なくなり、子どもの出生もど

多くなってしまったらどうなるのでしょうか。仕事

いと考えているはずです。でも、お年寄りばかりが

とだと思います。誰もが少しでも元気で長生きした

きました。人が長生きするのはとてもすばらしいこ

の人たちが人口の大部分を占めることになると聞

少子化傾向が今後も続いていけば、将来はお年寄り

現在の日本は世界で一番の高齢社会であり、今の

橋を渡ってあげればよかったのかなと思いました。

すが、後から考えてみると、手をとって一緒に歩道

た。私は不便な交差点だなと最初は思っていたので

て遠回りして信号のある横断歩道を渡っていまし

を渡ろうとしていましたが、歩道橋しかなく、諦め

先日、小田原に出かけた時におばあさんが交差点

だまだ十分に整備されているとは思えません。

と思います。でもそれはほんの一部でしかなく、ま

の設置やバリアフリーの対応が施されてきている

昔に比べれば駅や公共施設などは、エレベーター

どうしていけばよいのか考えてみました。

いなと思いました。
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に出会ったことがないことと、おばあさんが何をし

ろうと考えてみると、普段からあまりそういう状況

なんであの時そういう気持ちになれなかったんだ

た。

必要不可欠なことなのではないかと私は思いまし

安心して暮らしていくためには最も大切で、また、

っていくことが、お年寄りや体の不自由な人たちが

会福祉という言葉がない時代には障害者とどのよ

ば障害者は現代だけでなく昔も居たと思います。社

一番難しいのではないかと思いました。考えてみれ

学んでいたのだと思います。そして、障害者福祉が

うに接していたのか調べてみました。

古来の日本の神道（宗教）では、何か特別な能力

を持った対象として障害者を畏敬していたといい

ます。江戸時代には、
「盲人」
「めくら」
「物いわず」

など様々な障害者と考えられる差別的な呼称が見

福祉というと私の中で体に障害のある人達のイ

家重が何を言ってるか分からない」というような人

障害のあったと考えられる徳川家重は「側用人以外

福祉とは…

たいのか、どうして欲しいのか深く考えなかったこ
とが原因だったのかなと思いました。みんな心の中
では親切心はあるのですが、それがいざという時に
すぐに行動に移すことができないで見過ごしてし
まうのがほとんどのような気がします。
街の中や建物などをバリアフリーにしたりエレ
思いますが、それには限界があると思います。その

メージがあって、福祉体験教室に参加すると足が不

でしたがそんな人物が将軍になったということで

られました。歴代将軍の中にも脳性麻痺で重い言語

限界をうめていくためには人それぞれが福祉に対

自由な人のための車いす体験や目の不自由な人の

す。

三年 鈴木 真代

する認識を高め、一人一人がお年寄りや体の不自由

ための点字教室など、身体的に障害がある人のため

ベーターを設置したりするのは、当然良いことだと

な人たちの気持ちになって何をしてほしいか考え

の言葉だと思っていました。

だ」ということが分かってくるのだと感じました。

「こういうふうに考えているんだ」
、
「こうしたいん

ンをとるようにすること。そうすることによって

日頃からお年寄りの人たちとコミュニケーショ

なりました。

もほっとして私も本当にうれしく幸せな気持ちに

れます。一人一人の笑顔を見ていると、なぜだか私

とても楽しそうに笑顔でいろいろな事を話してく

夏休みに入り、ボランティアで近所のお年寄りの

ジしてたのは、社会福祉の中でも障害者福祉という

ポートをするなんて知りませんでした。私がイメー

害者だけではなくいろいろな人の幸せのためのサ

私は福祉の本当の意味を知って感心しました。障

のための制度や設備を整備することを意味します。

めのサービスを社会的に提供すること、あるいはそ

人間らしい、自分らしい生活の維持・向上させるた

とする人、生活が苦しい人・ホームレスなどに対し、

じいさん、おばあさんは孫と一緒にいるかのように、 者や障害者で生活のなんらかの支援や介助を必要

人たちとゲートボールを一緒に楽しんでいます。お

ものでした。私は今まで障害者福祉についてばかり

味する言葉で、社会福祉というのが未成年者、高齢

元々、福祉とは「しあわせ」や「ゆたかさ」を意

いと聞きましたが、こういったことが理由の一つな

します。障害者の人はあまり公共交通機関を使わな

の感じでコソコソと話してる人が多いような気が

の人とは違うという差別した目で見たり、興味本位

れのどれか一つでも不自由な人を見かけると、普通

と思っている人が多いのではないかと思います。そ

とを言えて、今こうして生きていることが当たり前

目の前の景色が見えて、音楽が聴けて、言いたいこ

ます。今の時代の人々は手があって、足があって、

今のほうが障害者との壁をつくってるように感じ

別することなく、暮らしていたんだなと思いました。

なことばがあっても昔の人々は障害者をあまり差

といった内容が辞書に書いてありました。差別的

行動に移すことが大事だと思います。

人と人とのふれあいや、コミュニケーションをと
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ます。昔は、障害があっても将軍だった人さえいた

ふれあって、障害者への偏見をなくすべきだと思い

いいかなと思います。周りの人々はもっと障害者と

に、健常者の人と接するのと同じように接するのが

程度の支援は必要かと思いますができるだけ普通

にもっと対等な関係になるべきだと思います。ある

のではないかと思います。だから、昔の人々のよう

れると私は信じています。

の心をもって生活していれば、きっとしあわせにな

なと思います。小さなことでもいいので、思いやり

思います。障害者との壁がない社会になってほしい

あるのだから、他人事のように考えてはいけないと

みんなそうだと思います。自分だってなる可能性は

す。障害者だけではなく社会福祉に関わる人たちは

のだから、技術が進歩してきた今の時代の障害者に
は、できないことはないのではないかと思います。
周りのサポートと思いやりの心があれば何でもで
きると思います。それができたら幸せな社会への一
歩になるのではないかと私は思います。私には障害
をもった弟がいます。けれど私は、弟がかわいそう
とは思わないし、まして、弟と関わりたくないなど
とは思いません。むしろ大好きです。弟と一緒に出
かけると周りの視線が気になることがありますが、
周りの人がこういう子に出会うのに慣れていない
からだと思って、あまり気にしていません。友達か
ら弟について質問されてもいやな気分になりませ
ん。むしろ知ってほしいなと思っています。ですか
ら、弟の話は友達によくします。なのである友達は、
この間弟に会ったときに、かわいい弟だねと弟をか
わいがってくれました。私はそれが嬉しくて、もっ
と弟のことを知ってほしいなと思いました。
ですから、周りの人がもっと障害者を知っていれ
ば偏見も起こらないと思います。もっと障害者と関
わるようになれば、みんなが笑顔になれると思いま
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第 24 回
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査

開成町福祉作文コンクール

審査員名簿

員

9 月 30 日（金）の審査会にて、代表作文を審査いただきました。
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代表

課長
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常務理事
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審査会に先立ち、中学校の部、代表作文 10 篇を選出いただきました。
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