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　オープニングを飾る「ホーランエンヤ」は、毎年違っ
た演出、船の装飾、着付け等で大井町様に御指導を受
け５年目となります。その間、利用者の皆様、職員、地域
の方、後援会の方と幅広く参加され、千鳥福祉会独自
のホーランエンヤにちょっとではありますが、近づいた
と思います。そして今年は利用者の方8名が手を挙げ
られその内１名の方は剣櫂(男踊り)で堂々と勇敢に踊
り、見事役目を果たされました。櫂かき、太鼓、艫櫂、水
先案内人に利用者の方を配置。皆さんが本番に強く見
事な演舞でした。利用者の皆様からは
○今年初めて踊りました。鬘が重くて上手く出来なかっ
たけど楽しかったです。来年も頑張りたいです。（門脇）
○来年は笛を吹いて「櫂ヨーイ」と言いたいです。（指方）
○来年も櫂かき頑張ります。（福田）
○唄の練習を配達の車の中でやったのが楽しかった。
　来年も出たいです。（原木）
○おもしろかったです。来年も出ようと思います。（川上）
○暑かったけど頑張りました。（加藤）
○良かったです。楽しかったです。来年もします。他の人
　も出てほしいです（森崎）
○仕事で練習には出れなかったけど頑張りました。（足立）
など、やる気たっぷりの感想を頂きこちらも気合が入り
ます。大井町様には今後も御指導・御協力を頂くことに
なりますが、これまでも沢山のノウハウを学ばせて頂き
ました。千鳥福祉会も自分たちで出来る事は積極的に取
り組み、利用者様、後援会様、地域の皆様と一緒に6年目
に向けて始動していきたいと思います。来年も、又、サマ
ーフェスタで凄いホーランエンヤを期待して下さい。　

独自のホーランエンヤ。
ワークセンターフレンド管理者

松浦和志
サマーフェスタにホーランエンヤで参加して5年目に
なります。今年は、5月連休明けから練習を開始し、あま
り期間のない状況で始まりました。
　今年も役者の変更があり人選からやらねばならない
中、「フレンド利用者の利用者さんが剣櫂をやりたい」
と言っておられると言う提案を聞き、私は「そんな人が
いればどんどん参加してもらってください」と答えまし
た。そして、今回、利用者さんの役者が誕生することに
なりました。
　練習が始まり少しずつ覚えてもらうつもりで続けて
いたのですが、さすが自分からやりたいと手を挙げたほ
どあって、覚えるのが早くびっくりしました。最初の段階
ではできる範囲で簡単な踊りを教えるつもりでしたが、
練習が進むにつれて職員の上田さんの踊りと違うこと
に気が付き、少し不満そうだったので全く同じ踊りを教
えることにしました。熱心に練習をされたおかげで、か
なり高レベルの踊りができるようになり周囲を驚かせ
ることも多々ありました。
　ただ、心配なのが当日、今まで経験のない化粧、鬘、
衣装、そして30度以上の気温の中での踊りです。でも
そんな心配をよそに完璧にやり遂げ、千鳥福祉会始ま
って以来の快挙と言ってもいいサマーフェスタになっ
たと思います。
　今後も、もっと利用者の人達に参加してもらい、色々
な可能性を探しながら一緒に輪を広げていけたらいい
なと思いました。

サマーフェスタ2013を
振り返って・・・ 大井町

野津達巳
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アンケートにご協力いただきありがとうございま
した。よかった点、改善が必要な点など多岐にわ
たります。皆様から頂いたご意見を来年の実行
委員会で検討させていただきます。今回は、お褒
め頂きうれしかった点を紹介します。

①フェスタは何で知りましたか　　　　　　
★毎年来ているから　５４％
②来年も来たいと思いますか　　　　　　
★来たい　８０％
③印象に残ったことを教えてください　　
★楽しかった
★地域に貢献している
★盛り上がっている
★地域で一体になっている
★人が多い
★ステージがいい
★雰囲気がいい　
★送迎が有難いし、シャトル便の方の心遣いや細
　かい言葉で子供連れでも助かった　　　　
④障がいがある人もおられたことについては　
★一緒に楽しんで活き活きしている
★みんなおしゃれをしていてとても素敵
★一般の人と思っているし違和感はない
★車いすの方に優しく道を開けてあげるといい
⑤あいサポーターを知っていますか？　　　　
★知らない　８８％（研修を企画します）
⑥迷路について　　　　
★お化け屋敷をもっと怖くしてほしい！

      
     　ボランティア名簿（人数）                   協賛金・品・お祝い・バザー用品提供（企業・個人）  　　2013，借用先一覧 
　No            　名前 　　　        No                　　　　　名前      　　　　　　　　　　　　No 　　　         名前
  1      オールウェイズ(13）        1 アイカム                               荒木知子         1 朝酌公民館
  2      川津クラブ（9） 　　　          2 ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝアドス                   安達友行                2 伊東運送
  3      グラ・モーレ（7）                       3 天野板金工業所                               青山まゆみ          3 神谷鉄筋
  4      島根電工（3）                       4 板垣建設                               足立勝美         4 清野工務店
  5      新和設備工業（9）                        5 伊藤忠ｴﾈｸｽﾎｰﾑﾗｲﾌ西日本              池田誠                         5 コカ・コーラウエスト松江支店
  6      チームイースト（3）                       6 えさし生花店                               池本光政                      6 県営住宅湖北団地
  7      千鳥福祉会保護者会（8）             7 神谷鉄筋                               石倉貢                        7 松江市立湖北中学校
  8      テクノプラン（1）                        8 木佐設計                               石飛孝                        8 島根県立松江工業高等学校
  9      日清医療食品(12）                        9 岸本農園                               石橋宣治                      9 松江市立母衣小学校　辺区
10      東出雲婦人会（2）                      10 協和警備保障                               石橋道夫       10 松江市立城北小学校
11      双葉タクシー（1）                      11 クミアイ石油                               石橋光枝                    11 松和建設
12      松江工業サッカー部（24）          12 建築技術センター                伊藤立身       12 大京自動車
13      松江工業ＯＢ会（1）      13 サンラポーむらくも                稲塚公郎                    13 ナリス化粧品販売所
14      島根総合福祉専門学校（4）       14 山陰合同銀行                               犬山晏子                    14 島根大学教育学部付属中学校
15      松江土建（7）                     15 島根電工                               井上鉄正       15 松江土建
16      松江包装資材（2）                     16 新和設備工業                               井上寛己       16 松本ベランダ工業
17      米子ベリエ（4）                     17 住商アイナックス                井上雄                      17 持田公民館
18      ＷＡＩＷＡＩクラブ（10）          18 通所部保護者会                               岩垣伴徳       18 松江市立持田小学校
19      和幸電通（7）                     19 司建設                                              内部実                      19 持田屋瓦建材
20      和幸冷温（5）                     20 テクノプラン                               宇野正芳       20 和　田
21      安達靜子                                     21 トヨタカローラ島根                遠藤昭男        
22      飯野尚哉                                     22 ダイドードリンコ西日本営業部               大井町有志  
23      池田　愛                                     23  中村茶舗                               小草道男  
24      石倉梨加                                    24 日交整備                               大橋知徳  
25      石橋優菜                                     25 日清医療食品　　                面谷久  
26      井上喜代美                     26 ノア                                              鹿島孝視  
27      大槻亜衣                                    27 浜松不動産                               門脇一富  
28      大西頼宣                                    28 松江土建                               鎌瀬亜好  
29      小川敦哉                                    29 持田寮　保護者会　入所部                 川上順子  
30      小川　寛                                    30 松本金物建材店                               加納守  
31      奥田麻菜                                     31 松文オフテック                               木村様  
32      鎌瀬亜好                                    32 安島工業                               小山　省  
33      河瀬　強                                    33 ユニコン                               権田富子  
34      佐中栄介                                    34 吉　谷                                              斉藤澄子  
35      紫谷　築                                    35 米子ガス産業                               佐伯貴子  
36      重野洋人                                    36 ワイズ工業                               重野美佐子  
37      角田祐吉                                    37 和幸電通                               滋野和政  
38      中川亜矢子                     38 和幸冷温                               清水才葉子  
39      中川夕貴                     　　　   39 ワタキューセイモア                白根保典  
40      中西　涼                                    40 綿久リネン                               角田祐吉  
41      野津恵治                                    41 島根体育用品店                               忠政  
42      野津　進                                    42 ソフトバンク学園北店                田村敏之  
43      野津達巳                                    43 ドコモショップ学園店                寺本公仁  
44      福田みよ子                     44                                               中村加代子  
45      福田成美                                    45                                               長野土地家屋調査士  
46      福田栄治                                    46                                               長嶺幸恵  
47      細田崇之                                    47                                               野津（納佐）  
48      溝畑仁美                                    48                                               野津　篤  
49      森脇由紀                                    49                                               野津照雄  
                                     50                                               野津福市  
                                      51                                               野津衛  
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こんなに多くの方々に支えられてできた祭りであることを誇りに思うと共に深くお礼を申し上げます。（敬称略）こんなに多くの方々に支えられてできた祭りであることを誇りに思うと共に深くお礼を申し上げます。（敬称略）

総勢148名

サマーフェスタの
エネルギー。

アンケートのご協力
ありがとうございました。

サマーフェスタの
エネルギー。

アンケートのご協力
ありがとうございました。

　夕方6時30分に、祭りに来て下さった方の人数2400名と報告を受け
ました。今年は露店通りが歩けたので少ないかなと思いましたが、ビン
ゴの時は身動きがつかず・・・。ご近所ではこの祭りにかけてお里帰りの
方もあると伺いました。改善点はありますが、この一言で、地域の皆様
から楽しみにして頂ける祭りに成長したと確信でき、12年間祭りに携わ
った全員の誇りとして大切にしたいと思いました。
　一方、歴史的に隔離されてきた障がい者施設の中にこれほどの
「雑踏」を創り出すことが叶い、しかもこの「雑踏」にはホスピタリティが
あります。安心して活き活きと気兼ねなく楽しむ利用者さんにはハンディ
キャップを忘れる瞬間・開放感が伺え、その姿に感動しない人はいな
いと思います。私たちは、そこにかけがえのない価値を感じ続けてきま
した。改めて、関わって下さった方々、そしてご来場くださった方 に々心
からお礼を申し上げます。そして、今後も関わって頂ける方が増え、一
緒にこの祭りを愛し続けてくださることを願っております。

千鳥福祉会理事長　山本昌子
千鳥に咲く、黄色いボランティアの花。

東日本大震災義援金
55,261円

8月20日日本赤十字社島根支部に届けました。
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◯×クイズ

Jポップ

waiwai 本当にワイワイでした！

野菜屋さんには馴染みのお客さんも

音楽療法って、いいね！

みんなで燃える！

祭りは楽しい！

涼しくて天国！

渋滞中！

いらっしゃい！

サマーフェスタらしくなって来た！

たこ焼き担当です！

チケットも売れています！

楽しい～～～！

ことのはライブ

後援会/川上副会長

インタビューも堂々と！

料理はプロです！

車も自転車も
気をつけて！

ディズニーの心得！

コミュニケーション力だよね！

お客さんが増えて来た！

趣味の手作り品

人気のかき氷！

舞台裏方12年、お任せあれ！

まあ、美しい！ 美味しいお茶、準備万端！

きれいな会場作ります

焼そば担当

サッカーの試合が終わったので・・・

大井町さんによるメイク

娘も知人も連れて来ちゃいました！電気はお任せ隊

人気のバザー、今年もたくさん！

ビール担当、私も飲みたい！3B体操

来賓のみなさん

祭りづくりは、絆づくり・・・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　音楽療法士　金山直子
 今年も暑い暑いサマーフェスタが終わりました。この日のためにまだ寒
い時期から内容や曲などを、考えて考えて、やってみてまた考えてやって
みて…と、地道な努力をしてきました。6月までには内容も決まり、練習！
練習！！と毎日頑張り、頑張られ積み上げてきて、いざ本番。今年はさらに余
裕で本番を楽しむ方がたくさんおられたように感じました。
　練習の間に、色々な人の意外な（？）一面が見られたり、更に絆も深まっ
たように感じました。
　私たち音楽療法士の言ったことに対し、職員の皆さんがひとり一人違っ
た衣装をすぐに作って下さったり職員さんのやる気もすごく、とてもいい発
表ができたと嬉しく思っています。また、オリジナルソング「みんなでうたを
」も定着してきて、会場内でも手をつないでくださった人がいて感動しまし
た。これからもずっと歌っていきたい大切な歌です。このように皆が一つに
なれるサマーフェスタに出演させていただいていることをとても誇りに思
います。さて、来年は何をしようかな？？今からもう楽しみにしています。

たった5時間のための、365日。
　　　　　　　　　 サマーフェスタ統括プロデューサー　岩﨑光春
　みんなで、あんなに苦労・練習・準備したのに、あっという間の当日の5
時間。「もう、終っちゃったの？」と誰もが思ったのではありませんか？そう
思えることの裏返しは、それだけ充実していたからだと思います。
　12年かけて積み上げて来た目に見えない軌跡。それは誰もが思う「人
に楽しんでもらいたい！」という願いと「心」から生まれます。12年も続く
なんて誰も考えていなかったと思います。「心と心の連携」。これは私生活
や仕事でも同じですね。物はモノを言わない。人の心を動かすのはやはり
「心」「人」でしかできません。みんなで力を合わせる。そこに一人の自分
が存在する。この祭りを経験することで、まさに人生の生き方、パワーを培
っていると感じませんか？千鳥福祉会のサマーフェスタ、そんな人をも育
てるお祭りになりました。
　関わるスタッフも、祭りを楽しむお客様も、みんな自信を持って13年目、
14年目へ・・・。そして今日を楽しんで生きる。
　みんな一緒だと、きっとうまく行く。サマーフェスタを通じて、そんな人
生の広がりをつくれたら最高だと思いませんか？すべては人から始まりま
す。そんな一員になれたことに感謝！

職員のひとこと
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   平佐直子
フェスタは三回目です。これまでの二回はただ参加して役割をこなしてい
ましたが、今年は祭りの目的に気づきました。地域との関わり、来ていただ
いたお客様の心に何が残せるかを頭に置きながら、接待係にも意識して
取り組んだ自分がいました。友人も来てくれていましたので、どうだったと
尋ねると「お店が良心的」「ホーランエンヤが見たくて来た」「お祭り自体
が楽しいね」「地域の人が楽しく過ごされているし、舞台に子供たちも上が
っていて感動したしそれがよかった」等。来年は今年の経験を更に生かし
たいです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   小原玲子
フェスタは初めてでした。他の法人の職員さんなど来てくださって、「何な
んこれ！」「どうやって集めるんかね！」と驚いておられ、そしてとても楽しん
で帰っていただきました。アンケートの係でしたが近所の子供たちは「何
時も来てるよ～楽しいよ～」と、とても軽い返事で、毎年あると感じておら
れる声を聞きました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   平井涼子
今年のホーランエンヤは利用者さんが剣櫂をされて、お父さんもお母さ
んも見に来られていました。汗びっしょりで、厚化粧が皮膚炎など起さな
いか心配しましたが「大丈夫です」とはっきり言われました。同時にホーラ
ンエンヤの魅力を改めて感じました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   長野純哉
今年は前日のボランティアさんが少ないということもあり、早くから準備
にかかり順調にいったと思います。事業所が違って普段交流の少ない職
員さんとも協力し、全体で取り組んで乗り切ったところがすごかったです。
改めて大きなチーム力を感じました。

職員のひとこと
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   平佐直子
フェスタは三回目です。これまでの二回はただ参加して役割をこなしてい
ましたが、今年は祭りの目的に気づきました。地域との関わり、来ていただ
いたお客様の心に何が残せるかを頭に置きながら、接待係にも意識して
取り組んだ自分がいました。友人も来てくれていましたので、どうだったと
尋ねると「お店が良心的」「ホーランエンヤが見たくて来た」「お祭り自体
が楽しいね」「地域の人が楽しく過ごされているし、舞台に子供たちも上が
っていて感動したしそれがよかった」等。来年は今年の経験を更に生かし
たいです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   小原玲子
フェスタは初めてでした。他の法人の職員さんなど来てくださって、「何な
んこれ！」「どうやって集めるんかね！」と驚いておられ、そしてとても楽しん
で帰っていただきました。アンケートの係でしたが近所の子供たちは「何
時も来てるよ～楽しいよ～」と、とても軽い返事で、毎年あると感じておら
れる声を聞きました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   平井涼子
今年のホーランエンヤは利用者さんが剣櫂をされて、お父さんもお母さ
んも見に来られていました。汗びっしょりで、厚化粧が皮膚炎など起さな
いか心配しましたが「大丈夫です」とはっきり言われました。同時にホーラ
ンエンヤの魅力を改めて感じました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   長野純哉
今年は前日のボランティアさんが少ないということもあり、早くから準備
にかかり順調にいったと思います。事業所が違って普段交流の少ない職
員さんとも協力し、全体で取り組んで乗り切ったところがすごかったです。
改めて大きなチーム力を感じました。
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