
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

消費者教育ＮＰＯ法人 

お金の学校くまもと 
会報・第３１号 ２０１６年春季発行 

徳は孤ならず，必ず鄰あり－みかとゆかいな仲間たち！？－ 

                                 徳村 美佳 

 些末なお話しで恐縮ですが，わたくしトイレに数冊の本を置いております。たとえば，「ターシャ・テ

ューダーの言葉 生きていることを楽しんで」（ターシャ・テューダー 2008年 メディアファクトリー）。

著者は，アメリカの絵本・挿絵画家・ガーデナー・人形作家。50 歳代半ばで自給自足の一人暮らしを始め、

彼女の住む広大な庭で季節の花々を育て続けるライフ・スタイルは注目を集め，2008 年に 92 歳で永眠。

本の帯には，次のような言葉が。「おとなになり，結婚をし，子どもが生まれてもまだ，未来は大きな神

秘に満ちていました。やがて人生も半ばを過ぎる頃，ふと振り返ってみると，わたしはいつの間にか，そ

の大きな神秘を歩んできました。日々の喜び，わくわくするような小さな成果の積み重ね，家族や友人と

の心温まる交流―それこそが，人生という航海で出会う冒険の数々だったことに気づいたのです。」 

 もう一冊は，「ほっとする論語」（杉谷みどり 2007 年 二玄社）。私は，人づきあいは苦手（こう見え

て）なくせに，ひとに興味があり，誰かが言った言葉というものにとても興味があります。論語は， 200

0 年以上前中国古代春秋時代の人である孔子とその弟子たちの言行録。そんな大昔のひとが，何を言った

のか，もう興味津々。有名なものでは「温故知新」や「過ぎたるは猶
なお

及ばざるがごとし」などがあります。

その中で，これは！っと思ったのが「徳は孤ならず，必ず鄰あり」。意味は，「徳を得た人間には必ずや理

解者が現れる」というものです。論語読みの論語知らず（書物に書いてあることを知識として理解するだ

けで、それを生かして実行できない人）で，とても徳を得ているとは言えないわたくし（酒を飲んでは，

または飲まなくても，ひとの悪口を言っている）ではありますが，なにせ名前に徳の字ついてます！で，

徳村的には，「徳村はひとりではない。必ず仲間がいる」という解釈になります。 

 最近，「徳は孤ならず，必ず鄰あり」を実感する出来事がありました。今年度の熊本県市町村等自殺

対策推進事業補助金事業として，当ＮＰＯは社会福祉法人菊愛会と連携し，生活困窮者支援における家計

管理支援のＯＪＴ事業を行いました。ちなみに，菊愛会の原川さんとはちょくちょく飲み会でお話しして

おりました。九州看護福祉大学の隈 直子氏の発案により，ＯＪＴ時の面談の対話を尚絅大の川﨑孝明氏

が逐語録にまとめ，このたび「相談現場の「会話」から学ぶ家計管理支援のテクニック～実効性ある家計

管理支援の実践のために～」というテキストを作成しました（詳しくは５Ｐ参照）。本のタイトルは，尚

絅大学の川口惠子大先生につけて頂き，コンセプトは岡山大学の前田芳男氏にご教示頂きました。さらに，

社会福祉士の視点から川﨑孝明氏，臨床心理士の視点から児玉眞也氏に解説をして頂いております。そし

て，仕上げの校正を行ったのは，我がＮＰＯの社長であり我が相棒，平野裕子であります。 

このテキスト，作成までに約1週間！驚くべき速さであります！！まさに「徳は弧ならず，必ず鄰あ

り」！！！ 私の人生という航海で出会う冒険の数々は，このようなたくさんのゆかいな仲間たちのおか

げで，まだまだ続きそうです。 

〒862-0950 熊本市中央区水前寺１－６－１１セシール水前寺７０１号   

 ＴＥＬ・ＦＡＸ 096-384-4453   ホームページ http://o-kane.net 

 Ｅメール：gakkou@sat.bbiq.jp                  発行責任者 徳村美佳 
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 玉東町の 2 つの小学校で、放課後子ども教室の時間（約 30 分）を活用して、小学 1・2 年生

を対象としたワークショップを実施しました。 

お金の学校では、小学 1・2 年生向けの講座は初めての 

実施で、ファシリテータの川津さんと「子どもたちが楽 

しんでくれるかなあ」と不安を感じながら伺いました。 

 

平成 28 年 1 月 14 日（木）山北小学校体育館で 31 名 

平成 28 年 1 月 28 日（木）の木葉小学校では約 60 名 

が参加しました。 

 

 

 

ワークショップのテーマは「お金の学校 

くまもとによる子どもたちのためのお金の 

学校～1,000 円を見てみよう～」です。 

 

小学 1・2 年生の子どもにも身近な 1,000

円を見てもらい、物やサービスの価格に関心を

持つこと、家族とお金について話すきっかけに

なることを目指しました。具体的には、本物の

お金を使って 1,000 円を両替したり、「魔法の

手」ゲーム（大きくきれいな音で拍手できたら

1 円が出てくるとして、1 分間拍手していくら 

ゲットできるか数えるゲーム）や、玉東町のコンビニエンスストアでのアルバイト時給を求人誌

で調べたりしました。 

 

1,000 円の両替では、まず 1,000 円札 1 枚、 

次に 500 円玉 2 枚、100 円玉 10 枚、 

10 円玉 100 枚、 後は 1 円玉 1,000 枚を 

見てもらい、「どれも 1,000 円だよ」という 

話をしました。 

 

 

 

 

 

玉東町立 山北小学校、木葉小学校で 

ワークショップを実施しました 
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子どもは実際にお金を触って重さを 

確かめたり、1 円玉 1,000 枚の棒と 

自分の身長と比べたりしました。 

 

1,000 円で何がどのくらい買えるかな？ 

ということで、1,000 円分の「うまい棒」 

を見せると、子どもたちは大盛り上がり 

でした。 

 

 

 

 

子どもたちの感想の一部を紹介します。 

「せんせいがわらったのでついわらってしまいました。」（小１）、 

「手をたたいたかずだけお金がふえるところがおもしろかったです」（小 1）、 

「1 円だまが 1000 こならぶとおとなのせぐらいだからびっくりしました」（小 2）、 

「お金がなんですきなわけをいうところがちょっとむずかしかったです」（小 2） 

 

感想とともに、「お金の学校」で聞いたことをおうちの人に話したかどうか尋ねたところ、回

答のあった 73 人中「話した」40 人（54.8％）、「話していない」33 人（45.2％）でした。 

 

玉東町の元気な子どもたちのパワーに 

圧倒されましたが、楽しんで、興味を持

ってくれたので、私たちもほっとしまし

た。 

子どもたちが楽しんでくれたら、おう

ちの人にもワークショップについて話を

するでしょうし、それが家庭でもお金と

の付き合い方を考えたり、話し合ったり

するきっかけとなればよいと思います。 

 

 

 

また、今回は、寒い時期に体育館で実施したので、私たちの声が聞こえにくく、寒くて子ども

たちも集中できないようでした。ワークショップを実施する際の「環境」（教室の大きさ、声の

聞こえやすさ（マイクの準備等）、両替したお金の見せ方など）をどう整備するか、今後の課題

でしょう。さらに、子どもたちの年齢と発達に応じたプログラムをもっと練って、子どもたちが

お金について楽しく学べる活動を展開したいと思います。（隈直子） 
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Ｈ２７年度 南関町から消費者教育業務委託を 

お受けしました！ 

南関町の全町立小中学校にお邪魔しました。 

 

◇２月４日（木）南関町立 南関第二小学校 ５年生 ワークショップ 

「人生いろいろやりくりゲーム」 

◇２月１２日（金）南関町立 南関第一小学校 ３年生 ワークショップ 

「お金の学校～1,000 円を見てみよう～」 

◇２月１６日（火）南関町立 南関第三小学校 １〜３年生 ワークショップ 

「お金の学校～1,000 円を見てみよう～」 

◇２月１６日（火）南関町立 南関第四小学校 ６年生 ワークショップ 

「人生いろいろやりくりゲーム」 

◇２月２５日（木）南関町立 南関中学校 ２年生 ワークショップ 

「中学生の知らない世界！？ケータイってなに？ 

「ほしいと必要」を考えよう」 
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平成２７年度熊本県市町村等自殺対策推進事業補助金事業 

生活者の視点に立った相談体制の構築と 

社会資源（困ったときに頼ることのできる場所やひと）の整備・充実化のための研修会 

家計管理支援員リーダー養成講座 

フォローアップ研修＆情報交換会 
 

日時：２０１６年 ３月１２日（土） 開場１３：２０／開催時刻１３：３０～１６：３０ 

会場：尚絅大学 九品寺キャンパス 1 号館 3 階大会議室 

出席者：２６人 

・家計管理支援員リーダー養成講座第１期受講生 ８人 

（社会福祉協議会、社会福祉法人、消費生活センター相談員、市町村、 

地域包括支援センター、公共職業安定所） 

    ・弁護士、スクールソーシャルワーカー、市町村、社会福祉法人 等 

 

第１部 事例報告 「家計管理支援からみた生活困窮者支援」 

報告者：原川 太希志氏（社会福祉法人 菊愛会 主任相談支援員） 

コメント：徳村 美佳氏（消費者教育 NPO 法人 お金の学校くまもと代表） 

司会：川﨑 孝明氏（尚絅大学短期大学部 総合生活学科 准教授） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２部 情報交換会 ～参加者みんなで井戸端会議のような情報交換をしよう～ 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相談現場の「会

話」から学ぶ家

計管理支援のテ

クニック～実効

性ある家計管理

支援の実践のた

めに～ 
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１ 事業の概要 

① 単年度業務委託事業 

② 事業の目的：多重債務・生活困窮状態、または今後生活の困窮が心配される長洲町民の家計管理につ

いての支援を行うことにより、健全な家計収支の世帯の増加。 

③ 相談・支援の流れ、手順、方法 

・長洲町総務課に入る消費相談、各課から気になっている世帯の紹介 

・長洲町役場２階の消費生活相談室にて月に２日、１回１時間の面談。連携課の担当者同席。 

２ H２７年度実績 

 のべ６５件/全２４日  １２人 

（内訳：１８回、16 回、7 回、６回、４回/２人、３回/２人、１回/４人） 

３ 事例 

I さん（男性・６６歳） ・年金収入（88,000/月） ・医療費のみ生活保護を受給 

心臓病、糖尿病、うつ病等の病歴有  ＊初回面談はＨ２６年２月 

目標 ・収入の範囲内で暮らし、滞納している国保税と介護保険を分納する。 

・健康管理に努め、栄養管理がしやすいように自炊をする。 

・なじみの関係を増やし、生きがいをもって生活できるようにする。 

 

 

・週１回〆るので、どのくらい使ったか目に見える。食費は、１か月の予算の１/4〜1/5 がわかってい

るので、目安になり、週末や月末の微調整ができるようになった。 

・予定が組みやすくなった。 

・月末に足りなくなるということがなくなった。 

・買い物上手になった 

・以前は、体調がしんどいこともあり惣菜を買って食べることが多かったが、どちらが先かわからない  

が「料理ができる体調」と「自分で作って食べる」ことがよい循環に関連しているように感じる。 

・考え方の目配りができるようになった。 

 

 

・面倒くさい 

・集計をわかりやすくしたいため、生活消耗品と 

食品を別のレシートにしてもらうよう工夫してい 

るが、それがめんどう。 

 

担当者より 

保健センターの保健師や栄養士とも、不定期ではあるが血圧を測りに立ち寄ったり、健康相談をする等良

好な関係が構築されている。犬を飼うことで、予防接種料など経費は必要になるが、生きがいにつながっ

ているように見受けられる。元来の人好きする性格で、銭湯仲間や近隣のスーパーの店員さんからも声掛

けがあり、交流することで孤立の不安感が軽減されているように感じる。H２８年３月で介護保険料の滞

納分の支払いも終わったため、目標を達成してきているため、終結を考えていく予定。 

よかったこと 

これからのこと やりにくかったこと 

I さんへのインタビュー 

H２７年度長洲町家計管理支援業務委託事業 報告 

・いざという時に慌てないよう、貯金がしたい。 
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いよいよ春がやってくる 

 

阿蘇の火まつり 
を紹介します 

 春を告げる風物詩野焼きと阿蘇神社の火振り神事 

美しい阿蘇の草原は、毎年行われる野焼きによって守られています。草原を焼くことにより、ダニなどの

有害な虫を駆除し、草原を守っています。又、阿蘇神社の火振り神事は国龍神と姫神のご結婚をお祝

いする神事です。（阿蘇市観光協会 HP 参照） 阿蘇の火祭りが始まると、寒かった冬とお別れして、い

よいよ春がやって来ると感じます。我が家も牧野組合の会員として、毎年野焼きに参加しています。夫

は、２年前まで牧野組合の会計をしていたので、学生の野焼きボランティアや打ち上げの世話で大変

でしたが、今年は平和な感じで参加しました。 

 先ずは、弁当（大事）です。 お茶、お絞り等準備万端。そして、忘れては 

   ならない火打ち棒です。焼いては 

ならない所に火が回ってきた時、 

火打ち棒でたたき、火を消します。 

風の強い日は、火の回りが激しく 

巻き込まれて、十数年前には死者 

が出たこともあり、大変危険な作業 

です。しかし、阿蘇の広大な美しい 

草原は、阿蘇の春の風物詩でもあ 

る野焼きにより保たれてきたのです。朝８時に家を出て、作業は昼過ぎ 

まで続きます。防火用に、動力噴霧器で水が撒けるような準備もしてい 

ます。生命とは不思議なもので、野焼きの跡に、ゴールデンウィークとも 

なると、可憐な春リンドウが草原一面に咲きます。綺麗ですよ。 

 火振り神事は、国の重要無形民族文化財「阿蘇の農耕祭事」に含まれる 

「田作祭」の行事です。機会があれば一度早春の阿蘇に来て下さい。山里の営みが垣間見れます。

（竹本） 
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◆活動日誌 

・１月１４日（木）玉東町立山 北小学校 １．２年生 ワークショップ 

・１月２８日（木）玉東町立山 木葉学校 １．２年生 ワークショップ 

・１月１５日（金）玉東町『ママのキラキラ応援プログラム』「お金のやりくり講座」 

・１月２９日（金）玉東町 庁内全職員研修 

・２月 ４日（木）南関町立 南関第二小学校 ５年生 ワークショップ 

・２月１２日（金）南関町立 南関第一小学校 ３年生 ワークショップ 

・２月１６日（火）南関町立 南関第三小学校 １〜３年生 ワークショップ 

・２月１６日（火）南関町立 南関第四小学校 ６年生 ワークショップ 

・２月２５日（木）南関町立 南関中学校 ２年生 ワークショップ 

・３月 ４日（金）宇城市立 不知火小学校 ＰＴＡ教育講演会 

・１月２６日（火）相良村 庁内連携アドバイザー  

・３月７日（月） 相良村 庁内連携アドバイザー  

・２月８日（月） 第３回多重債務者対策協議会専門部会 出席 

・長洲町生活困窮相談のための家計管理支援事業（月２回）（平野・隈） 

 

◆今後の予定 

・２０１６年６月１８日（土）真和中高等学校育友会 保護者対象 

 

 
□ ■記事募集■□ 

名・迷リポーター急募！ 

お金の学校くまもとの会報に、あなたの身近な話、お金の話、法律の話、 

砕けた話、お堅い話・・・etc 載せてみませんか？ 

    注）高額原稿料はなく、ボランティアです。 

編集後記 
（久）今私はファンタジーを読み直しています。「鹿の王」といって上橋菜穂子さん原作のファンタジーで

す。冒険小説でもあり、医学の基礎を勉強することにもなり、社会を学ぶ。とても壮絶な小説で、生

き方を考えさせられる物語です。今ＮＨＫで放送されている「精霊の守り人」も上橋菜穂子さん原作

です。もし機会があったら、両方読んでいただきたいです。 

（竹）日々、加齢が気になる今日この頃です。が、頑張って行きまっしょい。 

（平）生まれて初めて『過労』という診断を受けました。頑張ってるつもりはないのですが「私って尽くす

女だったの？」（笑） 

（松）ブラック企業問題、他人事だと思ってたら息子に降りかかってきた。有名企業でも油断できない。 

（道）旧坂本村での生活も、間もなく１年です。春になったので、昨年失敗した野菜作りに、再チャレンジ

したいと思います！ 

 


