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川崎の仕事人★製造業「働くっておもしろい？！」

女性のための総合相談のご案内
あなたの生活の悩みも、生き方も、働き方も時間とともに、変化するもの・・・
1人で悩まないでご相談下さい。

素敵に働く女性に取材しました！

この仕事についたきっかけ

地元の中学・高校を卒業後、

1 人暮らしをして自立した

いと思い、この近くへ引っ越

したのをきっかけに、正社員

として働ける仕事場を探しま

した。その結果、縁あってエ

レベーターやエスカレーター

の部品を作っている上代工業

株式会社に正社員として平成

19 年 2 月に入社しました。

1日の仕事と業務の流れ

働き始めて 1ヶ月間は、社

員食堂や工場内で 1人トレー

ニングして仕事を覚えました。

私が担当している業務は、最終

段階の製品の組立てと、出荷さ

せる作業です。1日いくつ作業

をするのかを前日の夜に注文書

をチェックして仕事を決めます

ので、予定が立てられます。急

ぎの仕事もありますが、その時

は臨機応変に対応しています。

その日の仕事のシミュレーショ

ンができているとすっきりとし

た気持ちで会社に行けますし、

気持ちよく仕事に取り組めま

す。

「結婚したら働きたくない」「仕

事はかったるいものだ」と以前

までは思っていました。でも、

今は、ここで働きたいと思っ

ています。結婚して子どもが産

まれたとしても、パートでも派

遣でも契約社員でもいいから

働き続けて、お金を稼げる女性

でいたいと思います。現在の私

の職場の中にいる女性は、社長

夫人と事務の方と私の3人で

す。現場には私1人ですが、現

場の雰囲気も明るくて楽しく、

非常に働きやすいです。職場に

は、異年齢の方が多く、職業暦

の長い先輩の背中を見て自分

自身も頑張ろうと思うことが

できます。製造業の現場には女

性が少ないと思われています

が、女性ができる仕事はたく

さんあります。男性の仕事だと

頭ごなしに決め付けて業務の

幅を狭めないで、いろいろ挑戦

すればできる仕事がラインの

仕事には案外多いと思います。

私にとって仕事とは？

生活していく上で、欠かせ

ないものです。今はモノづくり

をしているという目的がはっき

りしていて、自分の裁量に任せ

てもらえているという喜びと責

任感もあり、自分のペースを自

分で作ることができています。

高校の時、進路指導でお世話

になった先生にも「今、私は頑

張っています」と胸張っていえ

ます。仕事をただの義務感でや

るのではなく、計画的に取組む

ことで、「今日はこれをやれた」

という気持ちの良さや達成感が

得られます。また、私は現在の

仕事に就くまでは考えたことも

ない大きなものまで溶接できる

ということを知ることができま

した。仕事を通じて、世の中に

は数多くの職業があり、私の働

く上代工業㈱のように、生活で

欠かせない道具や建物の設備の

裏側に、様々な製造業の工場で

作る製品が形を変え入り込んで

いることに気づかされました。

機会があれば、他の職業人の話

も聞いてみたいと思います。今

後は、現在の仕事場で活かせる

フォークリフトの免許を取りに

行こうと思っています。扱うも

のがエレベーターの部品という

ことで非常に重いものも多いの

で、たくさんの部品を一度に運

ぶためには、フォークリフトの

免許が不可欠です。私の中で仕

事に対しての考えも大きく変化

し、前向きな気持ちで日々取り

組めています。

上代工業株式会社　
〒213-0006 　川崎市高津区下野毛1-11-23
TEL：044-811-8181 ／ FAX：044-811-8133

代 表 者：代表取締役　上代 正勝
設 立：1971年11月17日
従 業 員：男子25名、女子3名
事業内容：2次元・3次元レーザー加工、精密板金、製缶・機械加工・組立

取材を引き受けてくれたのは、『来国友美さん／20代』

1日の仕事の流れ（8：30～17：30）

8:30～12:00
ラジオ体操
本日の仕事チェック
午前中の業務

12:00～13:00 食堂で昼休憩

13:00～17:30
午後の業務
明日の仕事チェック

業務の流れ
受注
製缶
溶接
塗装
組立
検査

出荷・納入

日曜日●12:00 ～ 17:00 ／ 月～木曜日●10:00 ～ 15:00
金曜日●15:00 ～ 20:00 ／ 土、祝日及び年末年始はお休み

どんな相談ができるの？

こころ、からだ、性差別、家族、夫婦、子育て、女性に対する暴力、生き方、
人間関係の悩み等の相談ができます。

A.

 電話相談

ハロー・ウィメンズ110番
（匿名でお受けしています） 044−811−8600

悩みを抱えている女性のための電話相談

Q.

どんな相談ができるの？

①女性の悩み相談・キャリア相談
　・夫婦、子育て、家族、生き方などの悩み相談
　・女性の自立にむけたキャリア相談
②女性弁護士による法律相談

A.

 面接相談 女性の悩み相談・キャリア相談／女性弁護士による法律相談

Q.

相 談 日
相談時間

①女性の悩み相談・キャリア相談
第1・3 木曜日●10:00 ～ 12:00 ／第2 木曜日●10:00 ～ 14:00
②女性弁護士による法律相談
第1・3 木曜●13:00 ～ 16:00／※面接相談はいずれも祝日、年末
年始はお休み

相 談 日
相談時間

なお、聴覚に障がいのある方など電話でお申込みができない方はFAX（044-813-5872）をご利用下さい。

場 所 〒213-0001 川崎市高津区溝口2-20-1 川崎市男女共同参画センター

川崎市高津区にある下野毛工業組合（組合員数106社）は、板金加工業、挽物加工業、プレス加工業、金型加工業等を中心とした、未来に向けての
「ものづくり」のレベルアップに努めている中小零細企業の集団です。そんな製造業の現場でイキイキ働く20代の女性に注目が集まっています。

働いて変化！結婚、出産して
も働き続けたい



派遣レクチャーとミニ登録会 小学生マネー講座

面接レッスン 小学生クッキング

メークアップレッスン
（協力）AiAi溝の口ナリスビューティーステーション

からだリラックス
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かわさき男女共同参画ネットワークの主催事業として

ネットワークシンポジウムを開催しました。

今回で第2回目となる同事業は、「ワーク・ライフ・バ

ランスは新しい時代の生き方」をテーマとし、樋口美雄氏

（慶應義塾大学商学部教授）を講師にお招きして基調講演、

その後コーディネーターと3名のパネラーによる「ワー

ク・ライフ・バランス」の取組みについての意見交換が行

われました。

当日は雪の降る中、市民の方やネットワーク参加団体等

約100名が参加し、日本経済において企業、労働者の視

点で「ワーク・ライフ・バランス」の必要性について講義

や事例報告、意見交換等が行われました。

■    基調講演

樋口先生のお話の概要をご紹介します。

労働市場では二極化現象が起きており、正規雇用が減少

し非正規雇用が増加傾向にあって、所得格差が益々拡大し

ています。また、長時間労働者が年々増加し、労働者のス

トレスが溜まり、最終的には自殺者の増大につながってき

ています。二極化現象の原因としては、①長期経済の低迷

②世界的構造の変化（グローバル化、技術革新）があげら

れます。そのような現状の中で、ワーク・ライフ・バラン

スを実現させるためには、仕事と生活の調和の大切さや何

のために働いているか等、自分自身のワーク・ライフへの

認識を新たに見つめ直し、再度組み立てなおす必要があり

ます。それは、個人での対応では限界があり、個別企業の

経営者と労働組合が中心となって、推し進めなければ実現

は困難です。

■ パネルディスカッション

続いて、パネルディスカッションが行われました。はじ

めに、パネラー3名による「ワーク・ライフ・バランス」

への取組みについての事例報告がされました。

①  守屋氏からは、次のようなお話をして頂きました。女

性のキャリア支援を推進するには、まずダイバーシ

ティの考え方を基に組織や社員が高い成果をあげるこ

とができる企業基盤の形成が必要です。更には長期的

な視点で子育てや介護等をしながらでも働き続けるこ

とができ、ポストを目指せるような仕組みを作る必要

があり、そのためにはトップから管理職までの意識改

革が必要です。

②  細谷氏からは、次のようなお話をして頂きました。　

小さな製造業を経営する中で、社員の声を聞きながら

働きやすい職場環境作り（特に女性の労働環境の整備）

に取り組んでいます。具体的には会社の経営状況を

オープンにし、状況や情報を共有していることや、社

員間での男女の差別無くみんなで一緒に仕事をやり遂

げることに心がけています。

また子育て中はパート社員の方であっても手が離れたら

正社員に登用するなどの事例が報告されました。

③  宮下氏からは、次のようなお話をして頂きました。　

労働組合としては、会社の継続的発展と労働条件の向

上のためには「ワーク・ライフ・バランス」の実現が

重要であると認識しています。そのためには働きやす

い環境作りと個々の意識改革が大きなポイントとなり

ます。具体的な取組みとして、組合のリーダー研修や

労使による職場推進組織を設置する方向で検討してい

ます。

更には、時間外労働の削減や年次有給休暇の取得促進へ

向け「働き方の改革」をめざすことなど取組みの報告がさ

れました。

シンポジウムに参加された市民等の皆さんからは、ワー

ク・ライフ・バランスが企業の発展にも繋がることやそこ

で働く人にとっていかに重要であるか再認識することがで

きた等多くの意見や感想が寄せられました。

（報告：川崎市男女共同参画ネットワーク）

ひとり親家庭のお母さんなど経済的に困難な
状況にある女性のための就労支援パソコン講座1

IT スキル習得を目的としたパソコンの連続講座。平成

19年 12月 1日～24日の期間で全5回、A、B、Cの

3クラス各10名、合計で30名の方が受講されました。

女性のための就労応援フェア2
平成20年2月2日（土）、女性のための就労応援フェ

アを開催いたしました。当日は、「履歴書の書き方」「派遣

レクチャーとミニ登録会」「面接レッスン」を必修プログ

ラムとして、他に「メークアップレッスン」「姿勢・服装

アドバイス̶素敵に見えるコツ̶」「履歴書写真の撮られ

方」「職業個別相談」など、多種多様な選択プログラムで、

これから就労に望む女性たちに向けたプログラムを実施い

たしました。

また、参加しやすいよう、保育は6ヶ月以上のお子様

を対象とし、小学生以上のお子様には「小学生クッキング」

や「小学生マネー講座」などのプログラムを用意すること

で、母子ともに楽しんで学べるイベントとなりました。

今回は、事業の趣旨に賛同いただいた地元企業の協力に

より、参加者の皆様全員へノベルティグッズのプレゼント

ができました。この場を借りて厚く御礼を申し上げます。

すくらむ21まつり　ネットワークシンポジウム

「ワーク・ライフ・バランスは新しい時代の生き方」
ー 平成19年度再就職支援事業 ー

女性のための就労支援パソコン講座＆就労応援フェア

NEWSクリップ

近 年、母子家庭の増加等による「貧困の女性化」傾向が広がりつつあります。そこで、母子家庭等社会的、

経済的に困難な状況にある女性の自立を支援する目的で、マイクロソフト株式会社「女性のためのUP

プログラム全国版」による助成を受け、今や就労には必須事項となった IT スキルの習得をめざすパソコン講座と、

女性が実際に就労活動を始める際に必要な知識や情報等を提供する就労応援フェアを開催いたしました。2年目

となる今回の就労応援フェアは、事業の趣旨に賛同して頂いた地元企業からの協賛をいただきまして、より充実

したプログラムとなりました。

・基礎が学べてよかったです。講師の説明や資料等とても
分かりやすく受講できて良かったと思います。この先の
内容も勉強できたら…と、次の講習会も期待しています。

・ 少人数制で、全て女性だったので安心して学べました。
ゆっくり時間をとって指導して頂きとても分かりやすく
楽しく学べました。ありがとうございました。

・知らない機能を基本から勉強することができて、講座に
参加させて頂いてよかったと思いました。この知識を活
用していけるよう頑張りたいと思います。ありがとうご
ざいました。

・経済的な困難な状況の私でも、このような講座を受講で
きて嬉しかったです。もしステップアップの講座などが
あったらお知らせ頂けたら有難いです。

受講者の声

・これからも働く女性を応援してください。ありがとうご
ざいました。

・子育ても一段落してそろそろ社会進出をしようと思って
いたところにこのような企画があり、とても参考になり
ました。

受講者の声

就労応援フェアを実施しました！

慶應義塾大学商学部教授
樋口 美雄 氏 コーディネーター ：

（株）SSLパワードサービス代表取締役社長
守屋 朋子 氏パネラー ：

（有）相幸精機代表取締役社長
細谷 和彦 氏

東芝労働組合中央執行委員
宮本 了一 氏

慶應義塾大学商学部教授
内閣府経済財政諮問会議「労働市場改革専門調査会」委員他

樋口 美雄 氏 講　師：
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【お祭り参加者数】1,300名 ／【団体数】（当日参加団体）38団体／【天候】雪

【事務棟】

日　時：平成20年2月3日（日）　午前9時30分～午後5時
会　場：川崎市男女共同参画センター（すくらむ21）全館および駐車場
主　催：川崎市男女共同参画センター ／ 共　催：すくらむネット21

第3回 すくらむ21まつり 
後　援：高津区、高津区全町内会連合会、大山街道活性化協議会、協同組合 高津工友会、社団法人 川崎中原工場協会、下野毛工業協同組合、　　　

社団法人 川崎北工業会、川崎市商工業協同組合、川崎労務管理協会、協同組合 川崎中小企業労務協会
協　賛：柏木工機株式会社、株式会社 泉屋東京店、株式会社 末長組、川崎フロンターレ後援会、協同組合 高津工友会、クノール食品株式会社、財団

法人 中小企業災害補償福祉財団、東京電力株式会社 高津営業センター、AiAi溝の口ナリスビューティステーション、みつわ酒店　　

「めざそう！仕事と暮らしの調和   ～快適なまち・かわさきを～」テ
ー
マ

徹底特集！！ 
す く ら む ま つ り 参 加 団 体 か ら の ひ と こ と

【参加者の声】
自分自身を見つめ直すいい機会になりまし
た。他の方の思いも聞けてよかったです。

 市民講師　植木昌昭さん
「会社ビトから社会ビトへ」

雪の悪天候の中、参加していただいた
受講者に感謝したい。知識ではなく「気
づき」を感じとってもらう努力をした
つもりです。本日の受講者の中からセ
ミナー企画をされる方がいらしたらう
れしい事です。

 ウーマンズアイ
「気軽にカラーセラピー～すてきな自分に
出会えます～」

クレヨンを持つのは久しぶりという方
もいきいきと描かれていました。受講
者のリラックスした笑顔が印象的でし
た。

  NPO法人ままとんきっず
「お父さんと遊ぼう！ダンボール基地」

悪天候にも関わらず20人以上の子ど
もたちが集まり、用意した段ボールを
全て作って、大きな迷路や小さいトン
ネルなど楽しく作ることができまし
た。

 カラカサン
移住女性のためのエンパワメントセンター
「フィリピン料理の体験と交流ワークショップ」

今回のメニューのパンシット・バナ
ブックは一風変わった太いビーフンを
使った料理、そしてギナタンはフィリ
ピンを代表するココナツミルクを使っ
たお菓子で大好評。参加者の皆さん、
文化を通じたフィリピン女性との交流
にとても満足されたようです。

 かながわ女性会議＆かわさきの
　 男女共同参画をすすめる会
「私たちの望むワーク・ライフ・バランス」

青年の過半数がワーキングプア、過酷
な病院勤務の事例報告の後、「働きた
い！でも保育園に入れない…」という
お母さんの発言から、現実を変えなけ
れば「仕事と生活の調和」もないと沢
山の意見に沸きました。

 PCさろんウィア
「地球環境はあなた次第！マイエコバックをつくろう！」

ご来場いただいた方に整理券をお渡し
し順次パソコン操作いただいてバッグ
の画像を作成。それを印刷指示をして
切り取り布製バッグに転写して出来上
がり。スタッフがお1人ずつアドバイ
ス。お子さん連れの方が多く、出来上
がったのをみて、みなさんうれしそう
でした！

 NPO法人
　ウィメンズハウス・花みずき
「ひまわり～DVをのりこえて」

朗読＆バイオリン演奏

DV被害者達の声を朗読、そしてヴァ
イオリン演奏。映画「ひまわり」、ユー
モレスクなど、女性と子供を支援する
想いの伝わる音色が、30人余の心に
響きました。DVに関心を持つ高校生
からの質問も印象的でした。

 07年インターンシップ研修生OB,OG
「しゃべりば21」

私たちはすくらむ21で2007年に
行われたインターンシップ研修を通じ
て出会いました。今回のすくらむ21
まつりでは、オリジナル映像とワーク
ショップを通して、「働くこと」につい
て皆さんと一緒に考える時間を設ける
ことができました。雪の中多くの方々
にご参加して頂き、まことにありがと
うございました。

 川崎市地域女性連絡協議会
「地震にそなえ、命を守るために」

川女連では、昨年に引き続き防災を
テーマに学習。大雪の当日は防災気象
情報モバイルサイトは大活躍。サント
リーフーズ（株）の自動販売機を通し
た防災への貢献に納得！一番大切なの
はやっぱり地域の人と人とのつながり
♪

 日本女性技術者フォーラム
「私が変わるワークショップ」

自分のライフプランを考えるワーク
ショップです。参加者全員で楽しく
意見交換を行います。自分の3年後、
10年後のプランを考える良い機会で
す。自分のプラン、考えてみませんか？
次回の参加をお待ちしています。

【展 示】

 籐工芸トパーズ
　「伝承と仲間の作品」

すくらむ21川崎市民講師事
業後のサークルです。自然の
温かみのある籐素材を使って
バスケットから籐花まで様々
な編み方を通し藤のおもしろ
さを学び楽しんでいます。お
仲間大歓迎しています。
1日体験してみませんか。会
費1,500円、毎月第1・3月
曜日午後1:時半～4時。

 コスモス
　「レザークラフト」

お仲間の皆さんと楽しく作っ
たベルト、バック等小物から
鏡、額絵等の大作を展示して
皆様に見ていただく機会を得
て、とてもうれしく思います。
明るく楽しい教室です。お近
くの方々一度体験なさってみ
ませんか。

 小林康人さん
　 「フクロウシリーズ」

初めて参加いたしました。今
回はフクロウをテーマにした
コンピューター・グラフィッ
クスの作品を展示させていた
だきました。私の作品はコン
ピューターの基本ソフト「ペ
イント」「パワーポイント」を
活用して作成しています。簡
単に作品作りができ、これら
のソフトを生かした子ども
のための電子紙芝居も作れま
す。興味のある方は一緒にト
ライしてみませんか。

  絵はがきの集い
　「絵はがきの展示」

はがきに新聞紙、広告、絵の
具、クレヨン何でもありで
す。暖かみのある作品を作り、
50円で世界中に届けること
が出来ます。
あなたの居場所作りにも、一
度見学（無料）にいらっしゃ
いませんか？

 高津パッチワークサークル
　「パッチワークキルト展示」

1階受付前に2点、2階通路
の壁に7点、長机の上に3点、
9日間展示しました。多くの
方に見ていただき“見ました
よ”との声をいただきました。
これからの作品作りに励みに
なりました。毎月2回楽しみ
ながらやっています。

 レイナニ・フラグループ
　「レイナニ・フラグループ」 壁面展示品：1日でおぼえる

やさしいフラ振り付けテキス
トと小物（髪・首かざりは練
習時使用）内容：歌や音楽に
慣れ親しみフラの醍醐味を知
り、自然にほころぶ笑顔（ミ
ノアカ）と心からの自己表現
による自由スタイルのフラを
仲間と楽しもうという趣旨。
他に鳴り物（ひょうたん・ス
ティック）によるフラもご紹
介中！

 すくらむ塾
　「ポスターセッション」

すくらむ21開催の連続講座
「すくらむ塾」受講生の皆さ
んが、川崎市の地域づくりに
ついてそれぞれのテーマに
沿った調査活動の結果をポス
ターセッション形式で発表い
たしました。

 かわさき市民活動センター
　「市民活動相談」

市民活動相談は、具体的な相
談はありませんでしたが、す
くらむ塾の方や来場の者と意
見交換ができました。また、
市民活動センターの活動と
助成金募集の広報ができまし
た。

 特定非営利活動法人グループ・ビボ
地域で考えよう。家庭のこと。話して！聞いて！これってDV？虐待？」

DVが子どもに及ぼす影響に
ついて掲示し、関連本も展示
しました。DVや虐待につい
ての質問を受ける場面もあり
多くの方々に関心を持ってい
ただくことができました。恒
例チャリティーバザーも大盛
況。来年も楽しみにしていま
す。

【女性起業家フォーラム＆見本市】

 FRENCH TASTES 株式会社
　「ホットワイン＆バタークレープ」

雪が降る中、野外での販売は
本当に寒かったですが、でも
そのお陰でホットワインが予
想以上に売れたので嬉しかっ
たです。今度は、レストラン
にてフランスの味を伝えてい
きたいです。

 はぁ～もに～
　「Handmade Soap の紹介、販売」

1人でも多くの人にHand-
madeのマルセイユ石けんの
良さを知って頂きたいという
主旨は叶えられたかなと思い
ます。自然界に存在する物だ
けで作られた石けんがどんな
に身体によいのか、そして環
境によいのか。ご一緒に作っ
て愉しんでみませんか。

 ベルフラワー
　「シュガーケーキのPR、販売」

“特別なお祝いの日の為に
シュガーケーキをプレゼント
に”をコンセプトに生の反応
を知りたく参加しました。結
果、好評だったと思います。
今後、皆様の目にもっと留る
よう展開していきたいと思い
ます。

1人目の先輩起業家は、国際ソロプチミス
ト会員で、葉隠勇進株式会社 代表取締役会
長の大隈幸子さん。創業当時を振り返り、次
のようなお話をして頂きました。
「教員から一転して、夫と母と共に惣菜パ
ンそして手塩にかけたお弁当の開発・販売で
家計を支えてきました。一生懸命美味しいも
のを作って、お客様に食べていただきたいと
いう情熱、そして2人の子どもを育てながら
の創業でしたので、家族への深い愛を支えに
様々な困難を乗り越えてきました。起業は面
白いことです。女性が起業する時、ビジネス

のきっかけは身近なところにあります。難し
く考えすぎないで、自らの足で立つ勇気を持
つことが大事です。」
2人目の先輩起業家は、ロイヤルブルー

ティージャパン株式会社 代表取締役の吉本
桂子さんと取締役の佐藤節男さんです。吉本
さんに次のようなお話をして頂きました。
「私には身体的ハンディーがあるので、経
済的・社会的な自律と自立が必要でした。『人
に頼らない人生、一生働き続けたい』という
思い、そして自らの考えるユニバーサルデザ
インを商品化したいとの切実な背景から、起

業を志しました。そんな私と一緒に事業を進
めているのが、パートナーの佐藤です。佐藤
は、今日の基盤を形成した同志であり、多様
性を尊重する考えを持つ私にとってかけがえ
のない存在。事業を進めていく上では、情熱
だけではうまくいきません。パートナーがい
て、自身のチャレンジ精神、ポジティブな思
考、好奇心があることが必須です。」
吉本さんは、パートナーを見つけることの

大切さを強調されました。

女性起業家フォーラム－2人の先輩起業家に学ぶ、事業成功の鍵とは?－

（順不同、敬称略）



「おまつり広場」
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第3回 すくらむ21まつり徹底特集！！ おまつり広場＆ホールイベントのご紹介

雪のため一部事務棟4F情報提供室での出店となりました。 「ホールイベント」
「モリモリタマゴ」」

　　    森正養鶏場

「どこ竹＠竹とんぼ教室」

　　    どこ竹＠かわさき

「豚汁コーナー」

　　    すくらむ21有志

「ふろん太」も楽しみました!!

　　    川崎フロンターレ

「手作り作品と中華饅頭の販売」

　　    国際ソロプチミスト川崎̶百合

「母と子のためのクラフト教室」

　　    ガールスカウト川崎市連絡会

「餅つきの実演＆販売」

　　    西梶若竹会

「ワンポイントメイクコーナー」

　　    AiAi溝の口ナリスビューティーステーション

「焼きそば・カレーライス・フリーマーケット」

　　    NPO法人　フリースペースたまりば

「女性の就業支援プロジェクト＆チャリティバザー」

　　    国際ソロプチミスト川崎

女性の就業支援として、大隈
幸子会員（葉隠勇進株式会社
会長）が、創立当時の話をし
ました。起業するときの留意
点や成功の鍵を講演しました。
その他、4Fでは活動の展示と
チャリティバザーを開催しまし
た。

雪の中、集まってきた若者たち
とともに、たまりば特製の焼き
そばとカレーライスを販売し、
昼過ぎには完売でした。フリー
マーケットでは、手作りの「工
房たまりば」製品を中心に販
売しました。こちらも大盛況で
した。

有料眉カット、LED光エステ
体験大好評でした。
溝の口駅南口徒歩一分、エス
テ￥2,100～、最新コスメ使い
放題、ゲルマ足湯、ダイエット
マシーン15分300円、骨盤矯
正、エステライセンス習得可。

西梶若竹会（西梶小おやじの
会）は、今回初めて参加させ
て頂きました。想定外？の吹
雪の中、多くの子ども達に餅
つき体験をして貰い、お餅を購
入していただききました。今後
も子ども達の為に活動予定で
す！

ガールスカウト川崎市連絡会
では、牛乳パックで作るブーメ
ラン・紙皿で作る状差し・折
り紙で作るコマや箱等、クラフ
トの用意をしました。当日は雪
のために子どもは少なかったの
ですが、参加してくれた子ども
達は、一生懸命楽しそうに作っ
ていました。

雪の中の決行の為、屋内・屋
外と活動場所が別れてしまい、
人の配置に苦慮しましたが屋
外での中華饅頭の販売は的確
であったと思います。予期せぬ
悪天候の中、隣のホットワイン
とたまりばの若いパワーに元気
を頂いた1日でした。

当日の大雪にも関わらず、参加
団体の方達の盛り上げを見て、
「ふろん太」も縦横無尽に歩
き回りました。特に、ホール内
での“豆まき”ならぬ“豆渡
し”では、たくさんの子どもた
ちと触れ合うことができ、楽し
い思い出になりました。

『具沢山でおいしい！』と大好
評の豚汁。雪が降りしきる中、
多くの人に味わっていただくこ
とができ、大変嬉しかったで
す。参加団体のみなさんとご一
緒させていただけたこともいい
思い出になりました！

ナイフを使わない、簡単でよ
く飛ぶ竹とんぼ作りを行いまし
た。参加した子どもは10人、
内半数が幼稚園児以下で親と
一緒に製作してくれました。雪
のため外で飛ばせなかったの
が残念でした。

小松菜、長葱、ほうれん草各
100円、モリモリタマゴ4個
入り150円、白菜の漬物1袋
200円を販売しました。天候が
悪いのにもかかわらず参加して
いる人が多いのに驚きました。
これからも参加したいと思いま
す。

 「喫茶コーナー」
　 精神障害者地域作業所 喫茶ほっと

毎度好評をいただいている手
作り焼き菓子も完売しワンコ
インのレギュラーコーヒーも
170杯ほど売れました。ま
た、今回の喫茶コーナーのご
縁で、更にお菓子の予約もい
ただきました。他団体の出店、
催物を楽しむこともでき、一
石二鳥？！

 「美術工芸小品を販売」
　 特定非営利活動法人 高津区文化協会

高津区文化協会ならではのお
茶席（和菓子付）は、今年も
大好評でした。美術工芸のガ
ラス工芸小品も大変喜ばれま
した。

サニチル「サニチルライブ」 natural BEAT「Dream of the Cherry Blossoms」

当日は悪天候ではありましたが、マリンバ＆パーカッションの演奏を初めて聴いたとい
う方にも、どんな楽器なのか伝わっていれば嬉しく思います。

あいにくのお天気でしたが、時は節分「福は内!!」と言う事で、福を呼び込むつもりで
９人で歌い踊りました。最後には会場のお子様がステージ前へ来て一緒に踊ってくれた
りと楽しいライブになりました。みんなの笑顔で寒さもフッ飛びました!!

アーナンダ ナヴァグラハ マンガラ 小向テル子「インド古典舞踊バラナティヤム」

アジア古典芸術の原点、バラナティヤム。インドに興味のある方、健康のため何か始
めようと思っている方、初心者から経験者まで丁寧に指導いたします。お気軽にご連
絡下さい。見学、体験歓迎。
【連絡先】 n-mangara@gmail.com　090-4962-4887

劇団みるき～うぇい「親子ふれあいミュージカル　ブレーメンの音楽隊」

雪の中沢山の方々が集まってくれてスタッフ一同とても感謝しております。
会場の皆さんと出演者が一緒に歌ったり踊ったりする時間は大人・子ども関係なく楽
しい時間だなぁと改めて感じました。又機会がありましたら是非出演させて頂きたいと
思います。

司会者コメント

「出産後初めて、そして久しぶりの司会。そこは・・・

沢山の出会いと感動に溢れた、素敵な場所でした！ 

皆様のお陰で、リフレッシュ＆パワーアップ↑ 手作

りであったか～い「すくらむ21まつり」、今回来場さ

れなかった方は、ぜひ来年参加してほっこり・にっこ

りして下さいね♪ 

～宮前区在住、おてんば娘（2歳）のママ  中村 知子～

大雪の所、餅つき、売店、ホー
ルと賑やかでした。茶席も地
域の皆さんの熱意、センター
の方のお陰と、私達一同が一
体となり“いやされました”
“ホットした”等と寛いで頂
き、降りしきる雪の中で有意
義な一日でした。

 「お茶席」
　東藪内流茶道会

「くつろぎコーナー」


