このステッカーが目印！

ここバリ通信
第 11 回

〜 心のバリアフリーを広げる拠点 〜
「ここバリすぽっと｣を広げるため、
計画サポーターさんが訪問活動をしました

銭湯「七福湯」

南区観音町４−13

どんな銭湯かな？

ご主人はどんな人？

創業は昭和9年、と80年を超える老舗の銭湯
です。平成9年に大改装し、近代的なお風呂屋さ
んになっています。車いすのスロープも付き、敷居
もないバリアフリーの引戸を開けると、広いロ
ビーになっています。長湯の人とカラスの行水の
人が一緒に行っても、外で待たずにすみます。優
しい配慮がされていると思いました。脱衣所には
マッサージチェア、体重計と身長計ががあり、ロ
ビーの血圧計と併せて健康管理もできます。風呂
の中には七福神のタイル絵があります。また年1
回の『湯フェス』では浴室、脱衣室、番台の前を
使ってコンサート、マーケットなどが行われます。

名前の由来は？
昭和九年の創業時は「玉姫湯」だったそうで
す。平成９年の改装時に店主の貝谷さんがお父さ
んとともに考えたのが、現在の名前です。健康に
なりたい人、美しくなりたい人、金持ちになりたい
人など、人がそれぞれ持っている願い事がかなう
ように、幸せが来るようにと、七福神にちなんで
名付けられたそうです。

七福湯 玄関とご主人の貝谷さん

浴室タイル画 富士山と宝船

℡691−7834

銭湯が地域の人にとってどういう存在かを考
え、地 域への働きかけ、貢献を心がけていらっ
しゃいます。今回の取材では、新規に「ここバリす
ぽっと」のお願いと取材の同時のお願いにもかか
わらず、快く応じてくださいました。また、お話の
中では、道徳学区の歴史の話も出、映画撮影所
や、滝が流れ落ちる人 工の山があり、内部がス
ケート場、外がプールとなっていたなど、今の街の
風景からは想像もできない道徳学区を伺うことが
できました。
最後に、人となりをうかがわせるお話をひと
つ。高齢者のために玄関ののれんは、一部を巻き
上げてあり、前が見通せるようになっています。ま
た、本来自動ドアだった玄関引き戸をあえて手動
にしてあります。理由は、ぶつからないように、立
ち止まっても大丈夫なように
とのこと。ちょっとした配慮
が光る、まさに心のバリアフ
リーと思いました。
開 店準 備 中にもかかわら
ず、快く応じて下さり、ありが
とうございました。

七福湯 正面

取材の様子 中央がご主人の貝谷さん

≪取材者のひとこと≫
●銭湯を使って健康体操など、地域に根付く活動を一生懸命やって
おられることに頭が下がりました。また、道徳学区の歴史に非常に
興味を持ちました。
（佐藤さん談）
●80年以上、三代に渡る老舗を経営しながら、地域の中でどのよう
な存在であるべきかを考え、イベントなどを積極的に行っている
のに、とても感動しました。
（畑さん談）
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はつらつクラブ
参加者募集

参加対象：市内在住の65歳以上の方
参加期間：4〜9月
参加人数：1会場あたり22人
（申し込み多数は抽選）
参 加 費：無料（材料費一部負担あり）

短時間で計６品できました。味もとっても美味しかったです。

申込期間：2月2９日（月）までに
来所またはお電話ください

issaママの
お料理教室開催！

はつらつクラブとは、健康体操やレクリエーションを楽しみ
ながら介護予防や友達作りをすすめる、名古屋市から委託
されて行われている事業です。
毎週月曜

毎週火曜

毎週水曜

毎週木曜

善常会
星崎
伝馬
大生
みなみ子育てネッ
ト主催のお料理教室が１
１月１３日に開催され
午 前
リハビリテーション コミュニティ コミュニティ
ふれあい
（10時〜12時）
ました。当日は全員託児ありで１
５人のママの参加があり、
病院
センター
センター
センター みな
み子育てネット主催では初の料理教室でしたが大盛況に終わり
呼続
白水
菊住
交流
午 後
コミュニティ コミュニティ（平成28年は
コミュニティ ５月と
センター
ました。
今後も開催していきますので
１１月の
（13時30分〜15時30分） センター
センター
センター
道徳
予定）
、ぜひみなさんの参加をお待ちしています。

〜参加ママたちからうれしい声をいただきました〜
問い合わせ先
南区社会福祉協議会（南区役所庁舎4階）
●調理の時に各班にそれぞれスタッ
フが入ってくれた
TEL（052）823−2035
のが心強かった。
参加者と同時に、参加者さんの話し相手な
●息抜きになって楽しかった。
ど、運営のお手伝いをしてくださるボラン
●託児付きでありがたかった。
ティアさんも募集しています！特技を活か
●時短で野菜もたっぷりとれておいしい料理を教え
しぼり染めに挑戦しました！
して披露してくださる方も大歓迎です☆
世界に一つしかない自分の作品が出来ました☆
てもらってすごく勉強になった。
●調理だけでなく、子育ての話もできて楽しかった。
●ぜひ続けてやってほしい。

さわやか南うどんサークルの方を招いて
うどん打ちの体験をしました

男性限定イベント開催しています！！

調理の後はお子さんも一緒にみんなで楽しく食事の時間を過ごしました♪

？
ママって
a
s
s
i
☆

介護予防の集まりに参加してみたいけど、
女性ばかりで肩身が狭い・
・
・男性だけの集まりが
今回講師として来てくれたissaママはみなみ子育てネットのメンバーであり、
毎月み
あったらいいな・
・
・との声を受け、
男性限定の健康に着目したイベン
トを随時開催しています。
なみ子育てネットが発行している子育て情報誌
「みなみっ子だより」
に時短でおいしい
10月2日には、
「星宮祭り直前ウォーキング」
を開催。20名の方が参加し、
星宮・笠寺中心に
レシピを提供してくれている方です。
楽天レシピでも定期的にさまざまな季節に合った
南歴歩マイスターのガイドを聞きながら2時間ウォーキングを楽しみ、
ウォーキングの後は美
レシピをアップしていますので、
気になる方は「issaママ」で検索してみてください♪

味しいランチに舌鼓を打ちながら交流しました。
「南区に長年住んでいても意外と知らない歴
史が聞けて勉強になった。
「こんなに美味しいランチがある事を知らなかった。
」
また来たい。」
などなど好評でした。歴史ウォーキングだけでなく、
料理や大道芸など男性が興味のありそう
な講座を随時開催していきたいと思いますのでご期待ください。
地域で若い力が活躍している活動を見学してきました！
昨年12/24に行われた冬レクでは、親子合わせて50人

地 域だからこそつながりの切れない子育てサロンを！

桜学区にある子育てサロン
「わんぱくさくラッコ」
とそれを
支える
「ＳｅａｓＣｌ
ｕｂ」
をご紹介します。
「わんぱくさくラッコ」
は毎週金曜日に開催され、毎月のプ
ログラムは母親たちが自分たちで担当も決めています。こ
の子育てサロンが他とちょっと違うのは、この打合せの際
にＯＢにあたる
「ＳｅａｓＣｌ
ｕｂ」
から託児の応援があること。

近くが参加していました。中には仕事を抜けてきたお父さ
んや元 さくラッコ の小中学生の姿も。元 さくラッコ の中
も
学生の女の子たちは
「楽しいから毎回来る」
と笑顔で話して
リューム
ボ
も
味
くれました。
満足な

「男性限定！体力測定・ころばん講座」渡 邉さん は「ここまで 続くと
■対象：名古屋市在住の
65 歳以上の男性
「歩いて行ける地域で子育てをしたい」
と渡邉さんを含む
■日時：3
月 4 日（金）
9：30
〜 11：30
５人の母親で立ち上げられた
「わんぱくさくラッコ」
は、今年
■場所：日本ガイシフォーラム第
1・2 和室 だからこそ
で約22年になります。
「地域に根差したサロン」
■定員：20
名
（申込多数の場合は抽選）
ＯＢ会も必要だと立ち上げられたのが
「ＳｅａｓＣｌ
ｕｂ」
。子ど
■期限：2
月 25
日（木）
までにお電話で申し込みください
もの入園に伴い
「わんぱくさくラッコ」
卒会した母親が、毎月

大
ランチ♪
お寿司

思っていなかったし、みんな工夫
していてがんばっているなぁ。そ
れぞれがしてもらったことの恩返しを下の世代にしてあげ
ているんだと思う。」
創始者の思いが伝わり、若いお母さんたちの
「自分たち
の打合せ時の託児だけでなく、夏と冬の年２回にはレクリ
も何か恩返しを」
という気持ちが続いているからこそ、22年
エーションを企画します。
間変わらず続いているんでしょうね。
問い合わせ先
南区社会福祉協議会（南区役所庁舎4階）
ＴＥＬ（０５２）８２３−２０３５
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