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 　オランダらしからぬ暑さを体験した今年の夏のことはきっと語り継がれることでしょうね。 

みなさまその後、いかがお過ごしでしょうか。ニューズレター６号をお届けします。お楽しみいた
だけますように！ 

「ボランテイア体験談。　あんなこと　こんなこと」 

時々、”Maatje”と一緒に近所のゴミ拾いをしています。ある日、遠目から男が怪しげなものを茂
みに棄てていくのを目撃！恐る恐る近づいて見ると、ビニールに包まれた人も入りそうな大きな段ボー
ル箱。私たちは、中身を知りたいやら知りたくないやら。。そうこうしている、帰り道、良識ある市
民さながら、遭遇したパトカーを止めて、興奮ぎみにご報告。その後、大きなニュースにならなかっ
たところを見ると、死体ではなかったようです。ほっっぅ。(K) 

編集部より：Kさんは、市が主催する「Maatjesproject」を通じてボランテイアをされています。これは、
精神疾患などの理由で家から出にくく社交の狭まりがちな人たちを助ける活動です。（ニューズレター４号をご
覧ください。http://nalcholland.nl/newsletter/news-letter-vol-4-november-2017-japanese-only/）　 
“maatje”の方と一緒になってゴミ拾いをされているなんて素敵だと思いませんか！　 
（Kさん、死体でなくてよかったよね😅） 

ボランテイア先で目に焼き付いているシーン、いい思い出。または、悲しい思い出、失敗談、考えさせられた
こと。。。ちょっとした事で結構ですからお聞かせくださいませんか？　全て匿名で掲載します。

＜ ５号に関して、嬉しいメッセージが届きました！ ＞ 

✉  （公財）在蘭邦人相談窓口[ Stichting Japanese helpdesk ]のメンバーには各所で奉仕活動 
      をしている面々がおり、その話と重なって、ほのぼのと読ませていただきました。 
      また、Mantelzorgについては日本からの研究グループをオランダの施設へ案内した折に私も 
      勉強しました。ナルクオランダのNewsletterで進展が拝読でき嬉しく思います。 
      役員陣も充実してきましたね。益々の発展をお祈りしています。（K.F.) 

✉   ニューズレター5号を送付頂きありがとうございます。英語版も広くこちらで共有させて頂き    　　　     
      ます。ホームページ開設もおめでとうございます。とても分かりやすく素敵なデザインで感心 
      しました。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。　（M.H.) 

✉   NALCニュースレターを作成、送付してくださり、どうもありがとうございます。 
      今回の記事、サッカーチームとMantelzorgの交流の記事に胸が熱くなりました！（K.N.） 
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W.M.O.  : Wet Maatschappelijke Ondersteuning   
　The Law for Societal Support:  社会的支援法

以前のニューズレター（＊１)で、 Mantelzorg の意味について述べました。今回は、
Mantelzorger (Mantelzorgを施す人)についての説明です。　これらは普通、特別なケアを必
要とする人と感情的な繫がりがある人、つまり多くの場合はその家族であり、時には友達、ま
たは近所の人などです。大抵の場合、一日24時間、週に7日、休みなしにケアをしてあげる必
要があります。そこでボランテイアをする人の意義が生まれてくるわけです。ボランテイアの
人は、時々訪問して、Mantelzorgerを助けてあげることができます。例えば、Mantelzorger
が毎日の休みなしの仕事から解放されて、自分の行きたいところへ出掛けたり、家でぐっすり
と休む時間を作ってあげることができます。 

地方自治体の動き 

地方自治体は人々ができるだけ長い期間独立して自分の家で生活するよう呼びかけていま
す。そこで、 Mantelzorgersやボランテイアのためにより良い環境を提供しようとしていま
す。例えば、より良いボランテイアを目指す人のための講習会があります。NALCオランダの
会員には、 Stichting WELnu によって、“ Het Nieuwe Zorgwerken “という名の下に講習会
が開かれます。このようにして、NALCオランダの会員のボランテイア活動を支援したいと
思っています。地方自治体は、市民が率先して、お互いに助け合う小さなコミュニテイ活動を
支援しようとしています。NALCオランダの会員の皆さんも、こういう活動にも関与できるの
ではないでしょうか。　 

WMOを通じて、色々な手配をする事ができます。例えば家の中に住みやすくするための手
すりなどをつける事、病院などへの送迎、デイケアなど。なお、これには収入に応じて対価が
求められます。 

ところで最近は代償なしにお互いに助け合う、という風潮が市民の中で起こっています。身
近なところで、誰にでもできるような簡単な助け合い活動を（Gemeenteなどの干渉なしに）
市民が運営するわけです。これらは相互主義と呼ばれています。NALCオランダは将来、こうい
う市民活動をしている人たちをNALCオランダのポットラック（＊２）に招待し、その経験談
をお互いに交換し合いたいと考えています。NALCオランダ会員による、日蘭人の間で行われ
ているボランテイア活動についてもお話できる事でしょう。次のニューズレターでは、そうい
う意見交換について、そしてタイムバンキングについてお話ししたいと思います。 

A.A.J. ( Ton) Millenaar    

訳：　東　雅子 

（＊１）第5号 2018年4月 3頁 
（＊２）第4号 2017年11月 3頁
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普段は、NALC内部の手伝いをしていて実際に
施設でのボランティア活動をしていなかったので　
施設での手伝いはどんなものであろうか。施設の
人たちとのコミュニケーションは、どんなふうに、
などいろいろ考えることがありました。 

考えているだけでは、実際のことは何もわから
ないと思っていた時、施設で料理をしている武信さ
んがポットラックで、「みんなが美味しく食べてく
れるととてもうれしいです。」とにこやかに話され
ていたのを聞き、まずは、自分が好きなこと（料
理）でボランティアができればと思いました。フル
で仕事をしていてなかなかレギュラーでは通えない
ので、お手伝いということで、施設のボランティア
を体験してみようと決めました。 

武信さんに相談し、施設の人に確認して頂きOK
をもらいました。7月2日、半日休暇を取り、午後
3時半少し前にAmstelveenにあるZonnehuisに行
き、武信さんを待ちました。 

時間通り武信さんが来られ、一緒に武信さんが
料理を受け持っているグループNo.16の台所へと行
きました。Zonnehuisは、施設自体は大きいので
すが、中で10人弱の小グループに分割され施設に
いながらアットホームな付き合いでテーブルを囲む
ことができるよう配慮されていました。 

グループ16の施設側担当者は、エスターさん、
恰幅の良い朗らかな人で快く受け入れてくれまし
た。 

材料はすでに施設の人が購入していてそれを使っ
て料理をします。その日はひれ肉があったので、武
信さんのアイディアで一口カツにしようと決まり、
それで僕は我が家で娘が大好きな、オーブンで焼い
たポテトを作ることにしました。 

さやいんげんも良い硬さに茹で上がり、ジャガ
イモもホクホクに仕上がり皆さんに「料理の支度
ができましたよ！」と告げ、エスターさんと武信
さんがテーブルセッティングをし、料理の盛り付け
をしてあげていました。その間僕は台所を片付け
ました。 

始めの自己紹介で、「本日は実地体験で手伝い
に来ました。」と言っていたので、みんなから「一
回の体験では十分でないから、来週も一緒に作っ
た方がよい！」などと笑いながらお別れを言い合
いZonnehuisを去りました。 

皆が喜んで食べてくれているのを見ると、自分
の心も豊かになるのを感じました。車いすに座り、
体の自由も制限されている女性が、ジャガイモを
口に入れ、目で合図してくれたのを見てうれしかっ
たです。(おいしいよ！っていう合図だと信じてま
すが。） 

現在、フルタイムで仕事をしているので、レギュ
ラーでのボランティアは難しいので、また次の機会
を作り、お手伝いをしたいです。 

岩崎 国治

ボランティア体験談
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知 り 合 い の K さ ん が 住 ん で い る 、  
Grootschermer （Noord Holland ）という村
に８月の終わりに遊びに行くことに。牛、馬、
農家の藁葺き屋根が点在する光景を左右に、楽
しいドライブを１時間くらいしたな、と思った
頃、ようやく村に着きました。　いかにもオラ
ンダの片田舎の古い街。小さくて素敵な家が並
ぶ石畳をのんびり行くとKさんの家がありまし
た。彼女の家も古い梁が通った素敵なお家で
す。お茶の後、朝のキラキラした光の中、静か
な村を彼女が案内してくれました。人口1000人
の村。古くて綺麗ではあるけれど、病院や、学
校が不便。（Laagschoolは、ある）バスは１日
に７本だけ。どこでもありそうな、パン屋さ
ん、花屋さん、スナックバー、薬局、中華料理
屋さんとかは。。。。？　一つも無い。Kさん
によれば、ピザや寿司の宅配は、当然、来な
い。村の中心地に立てば、モニュメント化した
古い建物の前を犬を連れた人が時々通るだけ。
当然真っ先に頭に浮かんだ質問：「じゃあ、買
い物はどうするの？」「スーパーがあるよ。
行ってみる？」歩いて30秒のところ、普通の住
宅に挟まれて、小さなスーパーと、これまた小
さなレストランがあり、その２軒の前の道が、
村の「繁華街」。 
スーパー Troefmarkt De Reus は、現在の

オーナーPieterさんのひいお爺さんが1923年に
始めたお店を家族が代々引継ぎ、現在に至って
いるとの事。最近リノベーションしたそうで、
なかなかモダンなお店です。食料品全般、雑貨

などが所狭しと並べてあるのはもちろん、郵
便、クリーニング、靴の修理、包丁研ぎサービ
スまで請け負っているそうです。面白いな、と
思ったのは、買い物を家へ届けてくれる際の
事。Pieterさんのところには大きなSleutelkast
があり、多くの顧客の家の合鍵が預けてあるそ
うなのです。なるほど、誰もいないときでも買
い物を家の中まで届けてもらえれば便利です。
そして、頼めば、買い物を冷蔵庫や冷凍庫に入
れておいてくれる、というので、びっくりしま
した。これは、相当な信頼関係がなければでき
ない事だろうと思いますが、それはこの小さな
村で生まれ育った人たち同士だからこそできる
事だろうな、と思いました。Kさんは自慢げに
言いました：「小さな村だから、みんな顔見知
り。子供が悪いことしてれば叱る。どこの家の
子だか、みんな解ってるしね。反抗期の頃に悪
いことしたって、タカがしれてる。若い人たち
は村を出てアムステルダムなどへ行ってしまう事
も多いけど、家庭を持った頃に戻ってくるケー
スが多いのよ。小さなコミュニテイだから、助
け合いや物の貸し借りは当たり前だしね。不便
なことはいっぱいあるけど、住むにはいい所
よ。」いやあ～なんだか、「旧き良き昭和の時
代」みたいな話だなあ、こんな生活環境が今で
も存在するんだなあと、しみじみとした日で　
した。 

東　雅子 

Grootschermer 訪問記 
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Colofon 
   発行　NALC Holland 　URL: http://nalcholland.nl 
   担当：東、松原  
   連絡先：masako@telfort.nl / 06 2425 2523

～～　役員会より　～～ 

＊会費お支払いのお願い 

ナルクオランダは年会費を22ユーロと設定しています。運営に必要な諸経費（会場費、消耗
品費など）に充てています。主旨御理解の上、どうぞ御協力おねがいいたします。　 
口座名：Stichting WELnu 
口座：　NL13 INGB 0007-4290-16 
• 会計年度は、９月から翌年の８月となりますので、振込の際に、2018/2019 contributie と
記載をお願い致します。　 
• 年会費をお納めくださった方へのポイントプレゼント制度はナルク ジャパンとの協議の結果、
廃止しました。 
• ナルクオランダの経費報告は年１回の総会で行っております。 

＊活動時間レポートのお願い 

ナルクオランダでは、皆さんがボランテイア活動された時間を個々にレポートしていただい
ておりますが、残念ながらその時間数は統計上、あまり増えていません。しかし、個々によ～く
お話を聞いてみると、それぞれ活動をされているのです！　つまり、どうやら、皆さんからナル
クオランダへあまりレポートいただけていないようです。　「記録するのが面倒なのよ」「ゴメ
ン、忘れちゃった！」等、色々あると思いますが、そのままでは統計上の数字が伸びず、「ナル
クオランダの活動は活発でない」、という記録になってしまいます。皆さん、せっかくナルクオ
ランダに参加してくださっているのですから、ぜひ活動時間のレポートをおねがいします！　施
設での活動の場合は施設の担当者の方、個人宅での活動の場合はそのお宅の方のサインをもらっ
て、それを松原までお送りください。　なお、郵便、E-mail（用紙のスキャンで結構です）で受
け付けています。よろしくお願いします。 
松原：kayenkayo@gmail.com 

＊ポイントを日本のご家族へ送りませんか？ 

ナルク オランダの会員の皆さんは、ポイントはそれぞれ少しづつ貯まってきましたが、それ
を日本のご家族へ送った方が未だいらっしゃいません。日本のご家族へ（ナルク ジャパンを通
して）ポイントを送ってみたい方がいらっしゃいましたら、どうぞお知らせください。 


