な紙に﹁共に生きる﹂の

観客に取り囲まれて大き
・ジャクソンに扮した翔

お気に入りのマイケル

された︒

あった︒終りに翔子さん

子さんのダンスの披露も
﹁すばらしかった︒元気

数人できていた女性は

笛田東芝町内会から

泰子さんは翔子さんの
をもらった﹂と話してい

文字を力強く書いた︒

か ら 同 会 に﹁ み ら い ふ

てから一人暮らしを始

日︑ 鎌 倉・ 大 船 観 音

も光があること︑翔

闇の中に落ち込んで

が身に着いたこと︑

店する鎌倉グルメエリア

市内の多彩な飲食店が出

に各団体のステージと︑

化である
﹁踊り﹂
をテーマ

日本古来の伝統文

生１００円︒

料大人３００円︑小中学

正午〜午後６時︑参拝

出 演 は︑ チ ー ム ☆ ソ

プラごみゼロへ

月から︑プ

葉山で開始
葉山町は

マイボトルの使用を促す

呼びかけ︑飲食の提供者

イコップ﹂の持参などを

民間企業との連携強化

来年度から本格実施する︒

ほか︑町職員が職場など

また︑町主催や後援︑

も柱の一つ︒ウォーター

にはプラスチック製のコ

共催で行う催しでは︑プ

サーバー設置ではウォー

ップや皿を使用しないこ

を目指す﹁はやまクリー

ラスチックごみ削減の徹

タースタンド社︵さいた

の公共施設にレジ袋を持

ンプログラム﹂を開始し

底を求め︑来場者にペッ

ち込むことを禁止し︑プ

た︒町内の公共施設にあ

トボトルの持ち込み禁止

となどを約束してもら

る自動販売機や売店で︑

ラスチックごみの削減意

ペットボトル入り飲料の

う︒今年度は試行期間で

鎌倉朝日１面の﹁みほと

ま市︶と協定を締結︒紙

識を高める︒

け紀行﹂の写真を連載中

や﹁マイ箸･マイ皿･マ

の原田寛さんが︑台風
号が鎌倉にもたらした災
〜

日英勝寺︵鎌倉市扇ガ

害支援のため︑ 月

谷︶書院でポストカード

鎌倉・京都・奈良のポ

展を開く︒

ストカード約 点ほか︑
今までの写真展に出展し
た作品を随時展示替えし
て販売︒来年のカレンダ
ーの販売も︒収益と会場
に設置した募金箱を市の
支援に充てる︒
午前９時〜午後３時入
場︑拝観料３００円︒星

・３６９４

月写真企画☎０４６７・

小学校に送る︒

ペース︑体育館に併設の
児童センターは避難施設
となり学校再開のめどが
たたないうえ︑依然とし

て不潔な下水が道路に漏
れ出すなどし︑徒歩での
登校が困難な状況︒多く

のプラスチック容器使用

ン﹂や︑町内イベントで

トルを使おうキャンペー

員を対象とした﹁マイボ

町内の高齢者福祉施設で

央区︶とも協定を結び︑

めるＴＢＭ社︵東京都中

になる新素材の開発を進

やプラスチックの代わり

新素材を活用していく︒

使用するストローなどで

禁止などの対策を進め

ペットボトル入り飲料

葉山町政策課は﹁今後

る︒

を全て缶入り飲料の販売

てていきたい﹂という︒

ながら︑プログラムを育

も多くの意見をいただき

の自販機と売

︱２

０４６７・ ・１１１７

︵鎌倉芸術館前︶予約☎

鎌倉市大船２︱

湘南おおふなクリニック

ます﹂
と呼びかけている︒

るのでご支援をお願いし

の大きな励みと癒しにな

持ちが︑何より被災者へ

の被災地への支援する気

長谷川医師は﹁皆さん

充ててもらおうという︒

ンドなどへの移送支援に

支援︑物品購入︑グラウ

考え︑募金を集め︑通学

被災地への関心が必要と

めに︑人的支援・お金・

興と安心安全な生活のた

同町職員に対しては︑

ーを新たに設置した︒

水用のウォーターサーバ

８施設にはマイボトル給

器を備える図書館以外の

店１カ所︒うち既に給水

にある計

など同町内の９公共施設

に切り替えたのは︑役所

ウォーターサーバーを
試す山梨崇仁町長︵葉
山町提供︶

販売を止めたほか︑町職

ラスチックごみ大幅削減

10

生命力あふれる書を披露
金澤さん親子の揮毫と講演会
歳になっ

め︑近所の商店街の人た

近況を報告︒

その才能を認められ︑そ

ちなどに見守られながら

時に都内で開いた個展で

の後︑日本各地の寺社︑

みらいふる鎌倉︵鎌倉
た︒

市老人クラブ連合会︶が

世界各国で書の個展を開
も一人で生活している
鎌倉青年会議所

踊りで世代間交流

る﹂と書かれた書が贈呈

創立 周年記念事業の一
環で﹁席上揮毫と講演会
いている︒２０２０年の

︵潮見雅利理事長・

日に
﹁鎌倉舞フェスタ﹂

金澤翔子＆泰子さん﹂

ちに子どもたちの力を信
人︶が設立

と︑障害者を持つ母親た

会員

東京オリンピックのアー

じることを呼びかけた︒

トポスター制作アーティ

月

ストにも名を連ねてい

日︑鎌倉芸術館

を
で開いた＝写真︒
ダウン症で︑５歳の時

寺 で﹁ 鎌 倉 舞 フ ェ ス

月

きさつを語り︑小学生の

周年記念で

とき︑毎日般若心経を書

そして︑これまでのい

会では︑はじめに翔子

る︒

さんの揮毫が披露され︑

から母親の泰子さんから

歳の

子さんの感性︑無心

で世代交流をする︒

タ﹂を開く︒

の心︑みんなに喜ん

気持ちが︑力強さの

ー ラ ン 鎌 倉︑ 鎌 倉 女 子

議所☎０４６７・ ・５

中にやさしさを持つ

５３８︵火・木・金曜午

書を創り上げている

大 ダ ン ス 部・ 沖 縄 舞 踊
原田寛さんが

鎌倉在住の写真家で︑

台風の災害支援

ポストカード展

後１〜５時︶

ことを話した︒

楽しめる盆踊りも︒

な ど ９ 団 体︒ 修
Ululani
一光が特別出演︒誰でも

愛 好 会︑ Hula Halau'O

明

における医療・保健衛生

８０人が避難し︑ 月中
ふなクリニック院長で

支援を認定ＮＰＯ法人Ａ

置し寄付を集め︑豊野西

All for Kamakura理
事長の長谷川太郎医師

ＭＤＡ︵アジア医師連絡

鎌倉市大船の湘南おお

が︑長野県千曲川の氾濫

がいる︒運動場は駐車ス
の方に人の姿が動いてい

で被災した地区の避難所

週間︑県内最大の避難者

の生徒のランドセル・鍵
盤ハーモニカなどが水に

１日も早い被災地の復

浸かってしまった︒

15
22
旬でも２６１人の避難者

る︒どうやら稲架けをし

協議会︶緊急救援ネット

く︶のうち事務手数料以

を受け入れている豊野西

日から１

外を小学校へ寄付するこ

小学校避難所に赴き︑支

月

と︵接種１回あたり３０

援活動を行ってきた︒

員として

ワーク登録メンバーの一

長谷川医師は︑避難所

ている最中のようだ︒近

となっている市立豊野西

棚田を見上げると︑上

くによると五︑六人の男

小学校の復興支援のため

花が咲いていた︒

性が働いていた︒二人一

インフルエンザ予防接種で支援
台風災害の小学校の復興を
同院のインフルエンザ

の募金を集めている︒

れの済んだ田の縁に彼岸

くて行ってみた︒刈り入

黒川

﹁穫り入れ﹂
が在る︒彼岸花が描きた

問い合わせ鎌倉青年会

でもらいたいという

かかせたことで基本

書の指導をうけた金澤翔
子さん︵ ︶は︑

葉山上山口には棚田

20

10

組になって稲束を丸太に

の予防接種代３３００円

かけてゆく︒阿吽の呼吸
というか︑うまいもので

︵

守る人がいなければ棚

００円の寄付を予定︶

歳以上の接種者を除

ある︒重そうな稲が次々

田は消えてしまう︒台風

と︑同院内に募金箱を設

と架けられて行く︒

にも負けぬ︑この人達が

小学校には発災当初３
守っているのだ︒
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（８）
110円
1部
第488号
２０１９年（令和元年）11 月１日

鎌倉朝日新聞社
広告をお待ちしています
地域の活性化のためにも

TEL 0467（24）8553
FAX 0467（23）1205

