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初め（２００４年４⽉）があって、今（２０２０年１１⽉）がある。 
物事の道理ですが、今⽇ガーディアン⽉報の２００号を迎えられたのは、 
正に１６年８か⽉前があったからです。 
次はガーディアン発⾜２０年を⽬指しましょう（あと３年４ヶ⽉） 
その次は⽉報３００号（８年４か⽉後）を⽬指して 
明⽇から再スタートしましょう︕ 
今年はコロナ禍もあり、⽉報２００号は忘れられない年になりそうです。 
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⽯神台ガーディアン会報２００号を祝して 
（ガーディアン発起⼈代表 北海道在住 ⾼橋 是） 

会報⼆〇〇号達成おめでとうございます。この時を迎えることを、皆さん願っ
てはいたでしょうが、感慨深いものが有りますね。今この原稿を書いている部屋
の壁では会員の皆さんの笑顔が⾒えています。当然写真ですが、平成⼆〇年四⽉
東公園での記念写真です。 

その表情は溌溂として、活気にあふれております。この笑顔の皆さんの協⼒が
有ってこそ、発⾜、活動の維持継続ができたのですよね。 

会創⽴に際して、事前調査、会の所属をどうするか、参加者の募集等は、⼩⽣
がやりましたが会命名、運営⽅法、特に巡回の地区、頻度等は皆さんが、提案し
て、決めてくれました。時の町内会⻑の意向に逆らって町内会とは別の組織で、
発⾜させてもらいました。応募会員数にも驚きました。誰も⼿を挙げてくれなか
ったら、どうしようか︖当時の岡部副会⻑、環境部の⼥性部員鈴⽊さんと三⼈で
巡回しようとも、覚悟していました。ところが前にも⾔いましたように、驚くべ
き多⼈数の⽅達が応じてくれました。いやあ嬉しかったですね︕ 

夜の巡回でも驚くべきことが有りましたね、⾨扉、⽞関が開けっ放しで、灯が
煌々と点いていて、呼び鈴を押しても、反応なしで、警察に来てもらっても、家
の中に⼊れないとの事でした。結局近くの親類に来てもらって、解決でした。 

真っ暗な庭から、いきなりぬっと⼈が出てきて、てっきり泥棒と思い、 
「誰だっ︖」と誰何したこともありました。家の⼈が鍵を忘れて家に⼊れなかっ
たので、鍵の掛かってない窓を探していたのです。 

 
これからも⼀層進む⾼齢化社会からは、ますますこのような⾃主的発想からの

活動を求められることが多々あるかと思われます。どうかこの「⽯神台ガーディ
アン」の活動が、末永く、そして幅広く活発になることを願っております。 

 
（付記） 

発⾜の総会で会の名称を、募った時に確か、⼆丁⽬にお住いの男性の⽅が「ガ
ーディアン」が良いと、提案してくれました。当⽅は予想外の名称だったので、
⼀瞬きょとんとしていたら、間髪⼊れずに「ガーデン（庭）じゃないよ、国際的
に活動している『ガーディアン・エンジェルス』のガーディアンだよ」と⾔われ
てしまいました。 

その⽅のお名前を聞き、お礼を申し上げるべきだったと、今でも思っております。 
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⽯神台ガーディアン⽉報２００号に寄せて 
（ガーディアン発起⼈ 岡部正⽂） 

⽉報２００号記念という事ですので、⽯神台ガーディアンのこれまでの主な活
動について振り返ってみたいと存じます。 
「発⾜」 

ガーディアンが平成１６年４⽉、元⾃治会⻑として⻑年、⽯神台の為に活躍さ
れ、現在北海道で暮らされている⾼橋是さんの声掛けで発⾜致しました。それ以
来、昼間は主に⼥性が、夜間は主に男性が中⼼になって、現在に⾄っておりま
す。ここまで熱⼼に⻑期間、続いている防犯団は県下でも少ないのではないかと
思われます。 
「防犯活動」 

防犯パトロールを始めてみて気づいた事は団地内が暗い路地が多く、これでは
安⼼して⼦供や⼥性が出て歩けないのではと、何とかしなければとの思いから、
まず⾃治会に当初から関わって来られ、⾃治会のことをよくご存じの⻑⽼、中村
さんにご相談したところ、運よくその⽤途に使える予備⾦があるとの事でしたの
で、⾃治会に諮り賛同を得まして、実⾏することになりました。 

そこで早速夜のパトロールの際にどこに必要かを決め、数えたところ、およそ
５０カ所程だったと思いますが実施すべく、直ちに業者に⾒積もってもらったと
ころ、何とか予備⾦で賄えるという事で、防犯灯を設置することが出来ました。 

また、防犯灯の設置後の維持管理につきましては、当時⼤磯町の三沢町⻑に清
⽔議員を通して、⾃治会の東倉会⻑、⾼橋代表と共にお会いして防犯灯を町に移
管しまして、従来のものと同じ扱いで町の管理となりました。 

次に防犯活動の⼀環として⻘⾊灯を⾞の屋根に付け団地内をパトロールすること
になり、ガーディアンの有志が⼤磯警察署で講習を受け、平塚の陸運局で⾞検証の
⽬的欄に防犯⽤を加えて、当初５⼈が団地内を回り始め、今も継続しています。 

また、パトロール中に団地内に⽌められている⾞が不審⾞両か否かが分かるよ
うに、不審⾞両識別ステッカーを⼤磯警察で、駐⾞許可証でないという事で暗黙
の了解を得て、認可してもらいました。 現在では、このステッカーは団地内に
⼀時的に駐⾞する時に⾞の中に⼊れてもらえるようになりました。 
 「その他の活動」 

⽯神台は⽐較的新しい団地という事もあり、お祭りや盆踊りがなく、住⺠との
コミュニケーションが取りにくいので住⺠との親睦を図る意味でガーディアン主
催の「芋煮会」をやったところ、⼤好評で翌年には「餅つき⼤会」も⾏い、⼦供
さんからお年寄りまで沢⼭の参加がありました。現在は⾃治会の⾏事として継続
しています。 

ガーディアンの中にはその他に学童の登下校の⾒守り等で活動されている⽅も
おられます。 
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この様に平成１６年に⾼橋さんの声掛けで始まったガーディアンですが、今や
いろいろな場⾯で⾃治会活動のボランティアの中核になっていることに、今更な
がら気づき本当に良かったな〜と感慨深いものがあります。 

そして思いますのは発⾜当初より今⽇に⾄るまでご活躍されている皆さん、こ
こにお名前を挙げたらきりがありませんがどうしても次の⽅々、発起⼈で初代代
表の⾼橋是さん、代表もやられ現編集担当の⼩野修司さん、ガーディアンの屋台
⾻を⽀えている三箇穣さん、代表もされた中川雅俊さん、また、昼間の巡回の世
話⼈をされている篠本洋⼦さん、北⾵純⼦さん、吉⽥佳⼦さん、また惜しくも亡
くなられましたが、⼩林洋⼀さん、現代表として皆さんを引っ張って頂いている
中野靖久さん等々、お名前を挙げずにはおられません。まだまだお名前を挙げた
い⽅がおられますが、キリがありませんのであきらめます。 

このように私達の住む⽯神台は、関係者の皆様のおかげで安全で住みよい処に
なって私達は安⼼して⽇々を暮らすことが出来、感謝です。 
 「今後の課題」 

さて、今後のことを思案しますと、ご存知のように現在最⼤の悩み事である新
型コロナ災害下、そして⼤磯町で最も⾼齢化の進んでいるこの⽯神台で、このガ
ーディアンの活動を存続して⾏けるのかを考えた時、⼼配でなりません。私達は
今、⾃然災害や新型コロナ災害等で、⼤変な状況下に置かれており、私たち⾃⾝
の⽣き⽅も問われているように、ガーディアンの活動の在り⽅も今後は盗難予防
のみならず、現⾏横⾏している詐欺や詐欺まがい商法による被害を⾼齢者の被害
がますます増えるのではないかと懸念される今⽇、出来ればこれらに被害を最⼩
限に済ませることについても、住⺠の皆さんで検討して頂かなければならない状
況に来ているのではないでしょうか︖ 

今後のガーディアンの活動につきましては、⾼齢化も進む中、⼤変ですので活
動の在り⽅の再検討を始め、団員を増やす為に、退職者や現職の⽅でも「フリー
団員」みたいな形で、ご⾃分の都合のよい時、気が向いた時だけでも参加できる
ような事も考えてみては如何でしょうか︖ そして参加して⾒ていろんな⽅々と
接することで、その楽しさや⽣きがいを知って頂き、いろんなボランティア活動
に興味を持って頂ける機会となれば…と存じます。 

私の経験から申し上げますと、ガーディアンの⼀員として仲間達と⼀緒に巡回
した後、皆さんと談笑や芋煮会、餅つき⼤会、そして忘年会、新年会などを通し
て、皆さんと親しくなることが喜びでした。そして何よりも楽しく⼀緒に活動で
きたことが、今でも当時の事を思い返すたびに、あゝ良かったな〜と思わず顔が
ほころびます。兎に⾓、基本はみんなで楽しくやることだと思います。 

最後にガーディアンの皆さんの⽇頃のご活躍のお蔭で私達住⺠は安⼼して⽇々
を過ごすことが出来ています、ありがとうございます。感謝︕感謝です︕︕ 

今後とも宜しくお願い致します。  
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２００号達成おめでとうございます      （発起⼈・１丁⽬ガーディアン世話⼈） 

私がガーディアンに参加したのは⽴ち上げと同時でした。 
まだ、ヨチヨチ歩きのあの頃、設⽴に尽⼒された⾼橋さんが、その頃近隣に数

カ所しかなかった防犯団の⼈から情報を聞き、電柱や掲⽰板へのポスター貼りの
許可を取りに東電や役場へ…と。タスキや腕章という形でウォーキングや⽝の散
歩時に活動していました。 

今ではすっかり定着して昼も夜も各丁⽬毎に、夏は⻩⾊の T シャツ、秋は⾚や
オレンジのジャンパー、そして冬はウィンドブレカーで⾚⾊灯や拍⼦⽊も交え
て、それぞれ⾃分たちの⼿で、⾃分たちの地域を守ろうという気持ちは変わって
いません。 

あっという間の１７年近く過ぎてしまいましたがメンバーの⾼齢化や巡回⼈数
の減少など課題はありますが、気負わず、⾃分の健康の為に終息の⾒えないコロ
ナ禍ではありますが、ルールを守り、楽しく続けていけたら、と思っています。

（１丁⽬ マロン） 
 
 
２００号おめでとうございます      （発起⼈・２丁⽬ガーディアン世話⼈） 

ガーディアン発⾜から１７年、防犯活動を始めた頃は試⾏錯誤の連続で、今で
もいろいろな事を思い出します。 

発⾜当時の代表としてリードされ、その後北海道に移住された⾼橋さんのご努
⼒も忘れることが出来ません。 

私達のパトロール活動は、今や⽣活の⼀部となりいつも快く協⼒して頂けるメ
ンバーの皆様に感謝しております。 

継続が何よりの活動ですから緩やかにまた縛られずにパトロール活動を情報交
換と健康促進の場としてこれからも私達の住宅と住宅地の⾒守りを続けていきた
いと思っています。 

（２丁⽬ J.K.） 
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２００号に寄せて  「防犯団と私」 （俳⼈ガーディアン） 
私は初代代表の⾼橋さんと同じ年の役員でしたので、とりわけ防犯団⽴ち上げ

の苦労をしっかりと⾒ていた、最初から⼊団の⼀⼈でした。 
防犯団に⼊団して良かったのは、寒い冬期は参加しないなど、しかも⾃由に経路

の途中から参加させてもらえたので、⻑続きしました。 
 

「気をつけろ 空き巣は必ず 下⾒する」 

これは、初代の⾼橋代表の時に、⼤磯警察署が募集した防犯のぼり旗の標語に私
が数点応募した中で、上記の標語が採⽤され、平成１６年当時、⽯神台の団地中の
電柱に貼られていました。その後、⼤磯町のあちこちでこの標語ののぼり旗が⾒ら
れるようになり、ひそかに嬉しくなりました。 
 
次に防犯団に参加してきたことからヒントを得た、俳句を披露します。 
１． ⼤声で 歌ふや消ゆる 花粉症 
２． 夏⽴つや ととせの病 癒えにける 
３． 秋さやか ⾻年齢の 回復す 
４． ビルの鏡⾯ 浮雲ひとつ 春隣 

 
（俳句の背景） 
１． 春の俳句です。NHK 健康番組で⽿⿐科の医師から「⼤声で歌えば花粉症は

治まる」と⾔われていましたが、防犯団の上⽥さんから誘われてカラオケ同
好会に⼊りました。花粉症が酷い時は週に２回ほどカラオケに通うと治り
ました。 

２． 肝臓に脂肪が貯まる脂肪肝を治すために、薬を出さないで治療する消化器
内科に１０年間通院して治すことが出来たのは、普段から歩くように努め、
特に防犯団で定期的に歩いたのが良かったと思います。 

３． 防犯団で歩いていたので、昨秋の⼤磯町チャレンジフェスタで⾻年齢を測
定して貰ったら、数値が標準値に戻っていたので喜んでいます。 

４． 晩冬の俳句です。平塚のラスカ５階レストランの⼤きな窓から⾒える、駅
前の⼤きなビルディングの壁⾯の無機質ではあるが、きれいな全⾯のガラ
ス窓に雲が⼀つぽっかり⾒えて、ああ春がすぐ近くまで来ているんだなと
実感しました。 

（１丁⽬ S.Y .） 
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ガーディアン⽉報 200 号に寄せて （論客ガーディアン） 

この度、ガーディアン⽉報が記念すべき 200 号の発⾏となることを知り、この
間⾊々と苦労も多かったと思いますが、⽉報作成に携わった⽅々に改めて感謝申
し上げる次第です。16 年 8 か⽉に及ぶ活動を⽀えてきた要素のうち、⽉報の果
してきた役割は計り知れない⼤きなものがあると思っています。 

今までに、神奈川県や⼤磯町から多くの表彰や感謝状を授与されてきました
が、⻑年にわたり⽉報の中で活動内容を関係先に伝えてきたことも評価されたも
のと考えられます。まさに「継続は⼒なり」です。 

⽉報内容に関しては、編集者の努⼒で活動内容だけでなく、団員の⾃由投稿欄
を設けるなど⼯夫されてきました。その中で亡き⼩林洋⼀さんの「学童⾒守り」
の⼼温まるエピソード記事は毎回楽しみにしていました。 

ところで、⽯神台ガーディアンの活動⽬的ですが、「防犯」はもとより、「親
睦と交流」にも重きを置いていますが、私は「健康」を加えたいと思っていま
す。⼼⾝の健康です。⾼齢化社会には⼤事なことではないかい思っています。ガ
ーディアン発⾜時から参加して、多くの知り合いが出来、そこから楽しいことが
たくさん派⽣したからです。 

最後に「親睦と交流」に関して、特に思い出に残っていることを挙げてみます。 
① ラディアンでの忘年会 ︓ 樋⼝さんご夫⼈グループの⼤正琴演奏や會⽥さんグ

ループの マンドリン演奏などもあって、内容豊富な楽しいイベントでした。
終了後、何となく何⼈かが連れ⽴ってカラオケで⼆次会を楽しんだ事も懐か
しく思い出されます。 

② 夜会員の懇親会 ︓ 当時は⽉例化しており、その度に⾃⼰紹介し合い、皆さん
が親近感を覚えたものでした。 

③ 餅つき、芋煮会 ︓ 今では⾃治会⾏事になっていますが、ガーディアンが⽴ち
上げたイベントでした。ほとんどが素⼈で準備に苦労しましたが、当⽇、多
くの参加者に喜んでいただきました。 

以上、3 件ともガーディアン発⾜後 2 年⾜らずの頃でしたが、お互いに知り合
いが⼀気に増えたことを覚えています。 
なお、これらイベントで活躍した⽅々のうち何⼈かは、残念ながら若くして（平
均寿命に⾄らずに）亡くなられましたが、改めてご冥福をお祈りいたします。 

⽯神台は⼤磯町のなかでも最も少⼦⾼齢化が進んでいるとの事です。これから
も「親睦と交流」を実践して、健康で充実した⽣活を送りたいと思っているとこ
ろです。 

（１丁⽬ KYG） 
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２００号に寄せて   （忘れていませんガーディアン） 
ガーディアンが⽣まれたのは２００４年（平成１６年）４⽉だったですね。 

今からもう１７年昔です。私は２００５年からガーディアンにお世話になりまし
た。１０⽉１⽇のガーディアン親睦会に⾏くつもりでしたが、この時は私が作っ
たマンドリン合奏団（アンサンブル・マーレ）の練習があったので、残念ながら
参加出来なかったことが⽇記に記録されていました。その後は１１⽉２７⽇のガ
ーディアン幟旗設置に参加したり、１２⽉２４⽇には、ラディアンで忘年会があ
り、私やアンサンブル・マーレのメンバー５⼈の演奏と、当時２丁⽬にお住いの
樋⼝さんの奥様も⼤正琴を弾いてくれました。この⾳楽会を聴きに来てくださっ
た⽯神台の⼈達は６０⼈位いたと思います。そしてその後の皆さんとの飲み会で
は、マーレのメンバーも⼤喜びでした。 

それから後の年も餅つき⼤会がありガーディアンのメンバーの奥様、⼦供達が
⼤勢集まって、とても楽しく素晴らしい餅つき⼤会でした。餅つき⼤会はその後
も⾃治会の⾏事になりましたが毎年１２⽉に⾏われて、今も続いています。 

私は⼩中学校から⾏っていました蝶の観察を、もう少しやりたいと思うように
なり、２００８年以降はガーディアンから少々外れることになります。⼤磯は⼭
や野原が多く蝶も沢⼭いて（約６０種類）、これらの観察や撮影をすることにし
ました。 

そんな中でも、ガーディアンのことは忘れてはいません。２０１８年に⾃治会
の⾼⽊会⻑からの回覧で「募集︓⾒守りボランティア」、挨拶だけの「⾒守りボ
ランティア」の募集がありました。丁度この時に息⼦の⼦供１年⽣の⼥の⼦が国
府⼩学校に⾏っていましたので直ぐに⾼⽊会⻑に連絡しました。そして早くもガ
ーディアンの⾚い服や⻩⾊い帽⼦とベストをもらいました。その後、２０１８年
１１⽉１３⽇に⼦供達の⾒守り会合が⾏われ、会⻑の⾼⽊さん、ガーディアンの
中野代表、三箇さん、⼦供たち⾒守りを⾏う吉野さん、増⽥さん、會⽥の３⼈と
⼩学校役員の⽅⼆⼈の９⼈が集まり、私たちには帽⼦、腕章、ユニフォームなど
の必要なものが配布されました。 

この⼦供⾒守りは始めて２年になります。⾒守りメンバーも⼥性が５名増えま
した。⼩泉さん、今村さん、太⽥さん、天野さん、林さん。増⽥さんは体が⼤変
という事で、離れましたが合計７⼈になりました。毎朝、⼦供達にはこちらから
「おはようございます︕⾏ってらっしゃい︕」と声掛けを必ずします。最初は⼦
供達は殆どが黙って通過して⾏きました。しかし最近は⼤きな声で「おはようご
ざいます︕︕」と⾔ってくれる男の⼦もいますし、⼩さい声でも必ず「おはよう
ございます」と⾔ってくれる⼥の⼦たちもいます。⼥の⼦は声は⼩さくても、必
ず私達の顔を⾒て、うなずきながら通って⾏く⼦達も多くなってきました。 

それと最近は⽯神台の知らない⼤⼈の⽅であっても「おはようございます︕」
や「こんにちは︕」と挨拶すると、ほとんどの⽅はちゃんと挨拶を返してくる⼈
が多くなったと思います。これはやはり、皆さんが住んでいる年⽉が⻑くなって
いることや、ガーディアンの「あいさつで犯罪なくそう⽯神台」も⼤きく効いて
いるのでしょう。 

（１丁⽬ S.I.） 
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２００号に寄せて  『スポーツと⽼化』（私だってガーディアン） 

私は外で動き回る事が好きで、近隣の⼭に散策に⾏ったり、⼤⼯仕事で物を作
ったり、アウトドアでキャンプをしたりしました。それに⽐べ、家の中で読書を
したり、⾳楽を聴いたり、絵を書いたりする事は苦⼿の部類です。強いて⾔え
ば、⾬の⽇には映画を⾒たりする事です。⾯⽩く明るいのが好きです。暗い内容
は嫌いです。私は、根は⼝下⼿で、性格はやや暗い部類だからでしょう。 

毎週スポーツとしてテニスとソフトボールをしています。上⼿ではなかったの
ですが、コツコツ努⼒して、今は楽しんでいます。仲間とわいわいするのが好き
です。私は主役よりわき役が好きです。 

さて、後期⾼齢者年齢に近づいて来ました。昔から両親に健康が⼀番⼤事だ
よ︕と⾔い聞かされて来ました。痩っぽちですが、病気はほとんどしません。 

皆さん健康を保つにはなるべく楽する事に偏らず、体を良く使い、歩く事をお
勧めします。好きな事を好きなだけするのも良いでしょう。 

コロナ禍が１〜2 年続く可能性があります。 
⾷事が美味しく⾷べられ、楽しい⼈⽣を送りましょう。 

（１丁⽬ M.N.） 
 
⽉報２００号に寄せて （姉御ガーディアン） 

「かち―ん・かちーん」拍⼦⽊の⾳が聞こえてくる街。 
茅ケ崎から⽯神台に越してきたばかりの頃、夜になると聞こえてき拍⼦⽊の⾳

に守られている感じがしてこの⾳がとても好きでした。 
縁があり、その⾳の主・ガーディアンのお仲間に何年になるのだろうと改めて

思い起こしています。 
沈丁花の⽢い⾹りで春を感じ・夏には蛍を探し・秋にはたわわに実っている柿

の⾊づきを楽しみ・冬の夜空のキラキラ星を⾒ながらの夜回りです。 
四季のある国に住む幸せを感じ、歩ける健康に感謝しつつ… 

 「さあ〜、今⽇も拍⼦⽊の⾳と⼀緒に歩くぞー」 
（１丁⽬ K.W.） 

 
２００号記念号 （私もガーディアン） 

私は最初からの団員でしたが、途中で事情があって５，６年程のブランクがあ
りましたから１０年位の団員です。再開した時も皆さんに温かく迎えて頂き、全
く違和感なく巡回活動が出来ました。これがガーディアンの良い所です。 ⾃分
⾃⾝の健康の為、皆さんとの楽しいおしゃべりしながらの巡回はこれからも続け
て⾏けたら、と思っています。 

（１丁⽬ H.T.） 



 

9 
 

２００号に寄せて （カラオケ同好会と掛け持ちガーディアン） 

我が家は１丁⽬の北端にあり、北公園に⾯していて借景には恵まれています
が、北側出⼊り⼝は樹⽊のかげになり、道からは⾒えにくく、族が侵⼊しやすい
形です。防犯対策をしているもののやはり⼼配です。しかし⼼強い味⽅がいま
す。それはバス通りに沿って、⻄公園から北公園までを取巻くように防犯の幟旗
が８本も整然と翻っているからです。 

⽯神台に居を移して２７年になりますが、お陰様で無事に過ごしております。 
私も⽯神台ガーディアンに参加させて頂いていますが、１６年間に及ぶ世話⼈の
⽅々のご努⼒には⼼から感謝しています。 

これからは⾼齢者を狙った凶悪犯の犯罪が増えると推測されます。住⺠⼀⼈⼀
⼈が隙を⾒せないように⼼掛けることが⼤切になると思っています。 

（１丁⽬ T.U.） 
 
 
２００号に寄せて （歌も⼤好きガーディアン） 

私がガーディアンに参加してから早や 15〜16 年あっという間に過ぎ去りまし
た。ガーディアンのお蔭で、私の⾝体はその当時と変わりません。（顔は年を取
りましたが）⼼⾝共に成⻑しているようです。これからも⼒の限り︖続けて⾏き
たいと思っています。 

何より良いのは⾃分の都合の良い時だけ参加して、都合の悪い時は無断⽋勤︖
出来ることが⻑続きの理由かもしれません。 

（１丁⽬ Tiger Woods） 
 
 
２００号に寄せて （私こそガーディアン） 

私は最初からのガーディアンです。 
ご近所の皆さんとお話しながらの巡回活動は、健康にもいいし、ウォーキング

しながら…四季折々の花を⾒ながら…防犯活動が出来るのは⼀⽯⼆⿃、いや三⿃
かな︖ 

とにかく健康が許すかぎり、続けて⾏きたいと思います。 
（１丁⽬ E.Y.） 
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200 号に寄せて  （ソフトボールと掛け持ちガーディアン） 

私は、⽯神台に居を構えて 2 年後に転勤となり、この地を離れ、約 30 年振り
に帰って来て、先ず、皆様と親睦交流を図るため何かないかと思っていたとこ
ろ、ソフトボール同好会の部員募集を知り⼊部して活動しているとあるメンバー
からガーディアンを紹介していただき団員になって今年で 10 年になります。 

⽯神台ガーディアンは、海の⾒える温暖な湘南⼤磯住宅街の「安全」・「安⼼」
を確保する防犯と住⺠の親睦交流をはかる活動として⾃治会活動の基軸として無
くてはならない存在です。 

ガーディアン活動⽉報の中で特に「ガーディアンの気持ち」、「番外編」を毎⽉
楽しく拝読させていただいております。 

最近ある夜、巡回パトロールの集合場所に⾏った所、散歩中の他地区にお住ま
いの⼥性から「散歩ですか」と尋ねられ、これから防犯パトロールですと応える
と「グループでパトロールですか」、⼤変ですが頑張ってくださいと励まされま
した。 

⽯神台の防犯活動が他地区から羨ましがられていることを知りました。 
夜巡回パトロールにより多くの⼈に参加していただき、桜の花、⻑⾕川のホタ

ル、美しい満⽉、輝く星空などの四季を感じながら地域内を気楽な散歩気分で巡
回すると新しい発⾒と親睦交流が図れて健康維持にも役⽴ち楽しい防犯パトロー
ルが出来ます。 

今後は、メンバーの⾼齢化などの課題をかかえながら⻑い間諸先輩⽅が築いて
きたガーディアン活動を末永く継続して「安全」で「安⼼」しで住める街にして
いきましょう。 

（１丁⽬ H.Y.） 
 
２００号に寄せて 『若⼿の参加を切に望んでいます』（紳⼠なガーディアン） 

ガーディアンの最初からのメンバーです。 
前代表の中川さんより依頼され、⼀昨年より会計を担当しています。 

⼿元に２丁⽬の中沢さん作成の２００６年度夜巡回者の名簿があります。その
時の登録団員は４２名、そのうち２７名（６４％）出⾝地と⽣年の記載がありま
す。⼀番の年配者は昭和３年⽣まれの N さん、若⼿は昭和２６年⽣まれの H さ
んでした。現在の夜巡回のメンバーは⼥性を含めても２０名ほど。２００６年か
ら男⼦の構成メンバーはほとんど変化なし。従って年齢構成も⼗何年分増えただ
け。時が経過する分、団員数が減少して⾏くのが気になります。 

私の希望はメンバーに若い⼈が参加して欲しい。そのための⼀つのアイデアは
⼟、⽇のメンバーを新たに組織する。参加は原則若⼿として、若⼿の情報交換・
友好の場としつつ、⽯神台の防犯にも貢献してもらうというものです。 

若い⽅、どなたかリーダーになってもらえないでしょうか︕ 
（２丁⽬ T.A.） 
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200 号に寄せて （６代⽬、現ガーディアン代表） 

16 年 8 か⽉⼀度たりとも休刊されることなく発刊されていることギネスレベ
ルの驚きと熱意に称賛の⾔葉を贈ります。「２００号記念おめでとうございま
す︕」 

私事ではありますが、腰の落ち着かない会社⼈⽣で、この⽯神台を終の棲家と
決めて２０年の歳⽉が経ちました。昔懐かしい拍⼦⽊の⾳が、どこからとなく聞
こえて来ます。ガーディアンというボランティア活動があることを、いつもやさ
しく⾔葉を掛けて下さるご近所のＴさんが私に話され、参加を勧められました。 

それから早１０年、割愛をしますが多くの素晴らしいみなさんとの交流の輪が
広がりました。 

しかしながら、この間にはガーディアンをこよなく愛し活動されていた諸先輩
⽅が、次々と旅⽴たれました。・・・ 

「ガーディアン⽉報が２００号になったよ」と聞かれたなら、「そうか、頑張
ったなあ」ときっと喜んでくださっていることでしょう。 

編集の⼩野さん、ガーディアンメンバーのみなさん、ありがとうございます。 
コロナ禍、お祝いのパーティーはしばらくお預けですが、これからも末永く 

ガーディアン活動、ガーディアン⽉報が続ますことを祈念しています。 
ありがとうございました。 

（２丁⽬ 中野靖久） 
 
 
２００号に寄せて （次世代を担うガーディアン） 

2 年間ガーディアン巡回に参加して 
私は約 2 年前の秋に夜のガーディアン巡回に参加させて頂きました。 

きっかけは、退職後何か地域に貢献できることはないかなと思っていた時に 
ガーディアンの⼀⼈にゴルフ仲間がいたことで、参加について聞いてみると「気
軽にどうぞ」と答えて頂き、スムーズに仲間⼊りすることが出来ました。 

巡回は 3 ⽇に 1 回位の割合で夜 8 時から 1 時間位の夜回りですが、定期的に
歩く習慣が出来て、⽣活にリズムが出来た感じです。また巡回前の⼣⾷時にお酒
を飲み過ぎることの防⽌にもなりました。（笑い） 

仲間とたわいないことを話しながらのんびり歩くこともリラックス出来楽しい
ひと時です。 

これからも周囲の⽅に「ご⼀緒にガーディアンしませんか」と声をおかけしな
がらガーディアン巡回を続けたいと思います。 

（２丁⽬ まあさん） 
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２００号に寄せて （おしゃべり⼤好きガーディアン） 

１６年以上続けてこられたのですね。毎週楽しみに拝読させて頂いています。 
特に、「番外編・おまけ」が好きです。 

さて、ガーディアンが発⾜してから我が家ではある変化がありました。それま
では、空き巣被害が２回、⾞内荒らしや⾞の部品盗難被害は数知れず、といった
状況でした。がそれが⼀変、今では安⼼して⽣活できるようになりました。いつ
かご恩返したいと思い、夜のガーディアンにも参加させて頂くようになり、 約
１０年になります。 

昼間のガーディアンでは、ご近所の⽅達との会話を楽しみながら（最近はコロ
ナウィルスで休⽌になっていますが）夜はソーシャルディスタンスを保ちながら
少し速⾜（はやあし）のウォーキングを楽しんでいます。 

これからも⾃⾝の健康の為にも、⻑く続けていきたいと思っています。 
（２丁⽬ りんごの独り⾔） 

 
２００号に寄せて （お話⼤好きガーディアン） 

 今年の夏は⻑く、想い出に残りそうですね。コロナの夏、オリンピック延期の
夏、そして７⽉の⻑⾬、８⽉の酷暑︕︕ 
 個⼈的に多忙であった為、しばらく夜のガーディアンを休みました。その結
果、⾝体は重くなり気⼒も失い、持病の膝も痛み出しました。正に運動不⾜、歩
くことがいかに⼤切か︖思い知らされました。 
 夜のガーディアンに参加するようになり１０年になります。これからも地域の
為、⾃分の健康の為、歩ける限りお仲間と⼀緒に警戒を怠らず、星をながめ、情
報交換しながら、歩きたいと思います。まだ暑さも続くでしょう。コロナ騒動も
続くでしょう。これからも注意を怠らず、乗り切りましょう。 
「夜歩くのは気持ちの良いものです。⼼が洗われますよ︕︕」 

（２丁⽬ Y.T.） 
 
２００号に寄せて （やっぱり私はガーディアン） 

私がガーディアンに参加するようになったきっかけは「散歩しているのなら⼀
緒に歩きましょう」と声を掛けて頂いた事です。早いものでもう２年になりま
す。 

「健康の為に歩きましょう」と⾔われている今⽇この頃ですが、やはり⼀⼈で
はなかなか歩数も伸びません。その様なわけで週２回の「ガーディアン」は、地
域の⾒守りをしながら健康にもつながり、⼤いに助かっています。 

これからも、無理をせずに続けて⾏けたらいいな、と思っています。 
（２丁⽬ H.H.） 
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２００号に寄せて （⼀瞬の判断ミスに乾杯ガーディアン） 

ガーディアンとの出会いは、輪番制による新年度街区役員の順番が回ってきた
時のことであった。家内が代役で出席し、役員の役割分担を決める時，会社に⼀
報が⼊り私は忙しさのあまり何も分からず、家内に⼀存してしまった事が、後に
私の⼈⽣を⼤きく変えることになった。 

仕事を終えて帰宅した時、娘が「お⽗さん⼤変だね、⾃治会⻑だよ」⼀瞬⾃分
の⽿を疑いました。⾃治会の活動なんて当時は何も関⼼が無く、ましてや⾃治会
⻑になるなんて思ってもいませんでした。⻘天の霹靂に⼾惑いを感じ、安易に家
内に⼀存した私の判断ミスを悔やみました。 

その後、前⾃治会⻑（故今村⽒）より引き継ぎがあり、⾃治会運営に⼾惑いを
感じ、途⽅に暮れていた時、ある⽇ガーディアンの話を聞かされ当時の代表（⼩
野さん）と出会いました。ゼロからスタートする私を、代表は懇切丁寧に熱意を
もって説明してくれました。代表に勇気をもらった私は⼊団する事を決⼼しまし
た。 

⾃治会に無関⼼だった私にも、遠くから聞こえる拍⼦⽊の打⾳に安息を感じ、
いつも有難うの感謝でいっぱいでした。まさか⾃分がガーディアンに参加し、拍
⼦⽊を打つなんて想像もしなかった⾃分がとても新鮮に思えました。 

防犯活動を通じ安⼼・安全な街であることに願いを込め、⼒いっぱい拍⼦⽊を
叩いた⾃分が懐かしく思います。 

私の⼀瞬の判断ミスが、⾃治会の先輩達との出会いに叱咤激励されながら、多
くの⼈々と出会い多くのことを学び、多くの体験を学び、そして多くの⼈間愛を
学んだ⾃分は、⽣涯⼼の財産として残ることでしょう。 

（３丁⽬ 元⾃治会⻑ 森住 廣） 
 
200 号に寄せて （今⽇も明⽇もガーディアン） 

⽯神台ガーディアンの始まりの頃の夜巡回で、あるお宅の敷地内にタオルで⼝
や⿐を覆ってゴソゴソしている⼈を⾒かけました。こちらは 3 ⼈か 4 ⼈でした
が、私などはびっくりして声も出ません。幸い同⾏の団員の⼀⼈は警備のプロ、
その⽅が毅然とかつ失礼にならない⼝調で声をかけたのです。ゴソゴソしていた
⼈は、⻑期不在だった物置の整理をするのにホコリ除けのタオルをしていた様で
す。こんな漫画の様なコソ泥の格好で空き巣に⼊る者はいないでしょうが、巡回
は数⼈で⾏いたいものです。 

⽯神台ガーディアンは設⽴時から⼊退会や活動への出⽋は⾃由です。 
以前に参加されていた⽅、まだ参加されたことのない⽅、気軽に巡回しません
か。巡回中への⾶び込み参加歓迎です。 

（３丁⽬ こゆるぎの翁） 
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２００号に寄せて （また待っていますよガーディアン） 

「ガーディアン⽉報」２００号おめでとうございます。 
２００号を１２か⽉で割ると１６.７年、いや⼤したものです。犯罪防⽌に⼤き

く貢献したのも事実ですね。 
いろいろ問題もありましたが、皆さんで話し合いながら、変⾰してきた点は称

賛に値します。今後の更なる発展を期待しています。 
（３丁⽬ Y.O.） 

 
 
２００号に寄せて （なんてったってガーディアン） 

ガーディアンに⼊ったきっかけは、ワンワンパトロール。 
初期の頃はワンちゃんや飼い主さんでにぎやかでした。次第にワンちゃんたちも
姿を消し、⼀時は存続の危機もありましたが、現在では数⼈でのパトロールが続
いています。チームワークの良さと他愛ない会話と四季折々に出会う動・植物と
の珍しい光景に⾜を⽌めては⾒⼊ってしまう、というおまけ付きです。 

未だ、不審者と住⺠の区別さえおぼつかないガーディアンらしからぬ⾯々です
が、よろしかったらお仲間に︕ 

（３丁⽬ K.I.） 
 
 
２００号に寄せて（病に効きますガーディアン） 

ここまで続けてきたことに驚きです。２００号おめでとうございます。 
こんにちは、糖尿病と格闘している３丁⽬のおじいちゃんです。⻑年の⽬標だ

った「⾎糖値コントロールの指標と評価」が６.２％と低くなり、ドクターも喜ん
でくれて朝、昼、⼣⽅に飲んでいた薬がナント、朝だけになったのです。お蔭で
薬代も安くて済みます。ウレシヤ、ウレシヤです。 

これも防犯活動のガーディアン巡回でのウォーキングの賜物と思っています。
同様にお悩みの⽅がいらしたら夜のガーディアンの巡回に参加してみたら如何で
しょうか。 

（３丁⽬ K.S.） 
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２００号に寄せて （役に⽴ちますガーディアン） 

 平成１６年、ガーディアンが設⽴された年の１⽉と２⽉我が家は連続して空き
巣未遂事件が発⽣しました。 
それまで我が家では⾬⼾は閉めますがカギをかけたことはありませんでした。 
正⽉に親の所に⾏き、夜遅く帰宅してそのまま寝て朝起きてみると⾬⼾が開いて
いて朝⽇が差し込んでいました。「︖︖⾬⼾を閉めて出掛けたはずなのに」良く
⾒ると、ガラス⼾のクレセント錠の所のガラスが⼩さく割られ、クレセント錠が
外されていました。それなのに何故、侵⼊されなかったのか︖というと、ガラス
⼾の下の補助錠がシッカリと閉まっていたのです。助かった︕その⽇から⾬⼾の
カギもしっかりと掛けるようになりました。 
 そして２⽉、１泊旅⾏から帰って来ると、今度は居間の出窓のクレセント錠の
所のガラスが割られクレセント錠が外されていましたが、今回も下の補助錠のお
蔭で侵⼊が防げました。⼤磯警察には勿論届けました。しかし未遂という事で被
害届とまでは⾏きませんでした。クレセント錠は簡単に開けられ、ほとんど役に
⽴ちません。警察署員⽈く「お宅は泥棒にとっては⼊り易く、逃げ易い地形であ
り、構造だ」と。 
 その後は⾬⼾のカギは勿論、補助錠は上下にかけました。フェンスと出窓の所
にツルバラを植え、クレセント錠の横には割られると強烈な⾳が出る器具を取り
付け、また⼈が通った時に関知するスポットライトなどの対策をしました。 
 そんな時に⾃治会の回覧で防犯団設⽴、団員募集の案内で直ぐに⼊団しまし
た。当時の⽯神台では毎⽉２０件以上の空き巣被害があり、未遂を含めるとさら
に⼤きな数になっていました。設⽴後５年位で空き巣被害はゼロとなりました。
ガーディアン様々なのです。⽞関横ののぼり旗はおまじないです。  
 
 「ガーディアンで良かった事」…それは何といっても沢⼭の⽅と知り合いにな
れて、道で会った時に名前を呼んで、⾔葉を交わして挨拶が出来る様になったこ
とです。 
 
 「最近のガーディアンの悩み事」  
① オレオレ詐欺をはじめとして、「振り込め詐欺」「還付⾦詐欺」等の特殊詐欺

が相変わらず多く、なくならないこと。 
② 「ガス点検」「電気点検」「⽔道点検」で⽞関を開けさせて、強盗に早変わり

する犯罪が流⾏りそうなこと。 
③ 「物⼲し竿売り」「シロアリ点検」「屋根の点検・修理」「外壁塗装」等の本物

の業者と偽物の業者の区別がつきにくいこと、などなど…そんな時はガーデ
ィアンにご相談ください。 

（３丁⽬ テツ＆ゴン） 
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「おめでとうございます２００号」     ⼤磯警察署⽣活安全課 原⽥ 様 

 皆さんこんにちは。⼤磯警察署⽣活安全課の原⽥です。 
⽯神台ガーディアン⽉報２００号おめでとうございます 
⽇頃から⽯神台地区の⾃主防犯パトロールを⾏って頂き、ありがとうございま
す。 
今年は新型コロナウィルス感染症対策により、防犯キャンペーンや防犯講話など
が出来ない中、皆様の活動のお蔭で今年の⽯神台地区の犯罪発⽣件数は０件を更
新しております。 
来⽉ 12 ⽉１⽇から令和３年１⽉３⽇までの間は「年末年始を安全に」をスロー
ガンに恒例の年末年始特別警戒が実施されます。 
例年、年末は犯罪が増加する傾向にありますので、警察も警戒を強化していきま
す。 
朝晩の冷え込みが厳しくなってきましたので、皆様もお体に気を付けてお過ごし
ください。 
これからも皆様のご活躍を期待しています。 
 
「おめでとうございます２００号」      ⼤磯警察⽣沢駐在所 宮⾕ 様 

１６年という⻑期に亘り発⾏されることは、⼤変な苦労があったと思います。 
⽯神台ガーディアンの皆さん、編集者である⼩野さんに改めて敬意を表したいと
思います。 

さて、私が⽣沢駐在所に着任したのが６年前、着任してからガーディアンの皆
さんにはパトロール等でお世話になっていますが皆さんを通じ『割れ窓理論』を
再度認識させられました。これは「建物の窓が割れているのを放置すると、誰も
注意を払っていない象徴になり、やがて他の窓も全て壊される」という理論です
が、皆さんの活動⼀つ⼀つが割れている窓をなくす活動であり、⽯神台の犯罪防
⽌に⼤きく寄与し、⽯神台住⺠の皆さんの防犯意識の⾼揚になっているものと思
います。 

今後も、「⽯神台から犯罪は起こさせない、犯罪被害者を出さない。」という思
いで皆さんの活動に協⼒していきたいと思っています。 
この⽉報が３００回、４００回と末永く続くよう⼼より願っております。 
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「おめでとうございます ２００号」 ⼤磯町⽴国府⼩学校校⻑ 秋⼭実 先⽣ 

⽯神台ガーディアン⽉報２００号おめでとうございます。 
２００４年の活動開始を誕⽣とするならば、⼈に例えると今年で１６歳になり

ます。今が伸び盛りです。 
ガーディアンの皆様の巡回により地域の安全が守られており、⼦供達にとっても
⼤変ありがたいことです。 
「⽉の報告」は毎⽉、学校にも届き、読ませて頂いております。お陰様で事件や
事故等の情報を得ることが出来ております。 

記事の「ガーディアンの気持ち」「番外・付録・おまけ」が私は好きです。⼈
の奥深さや温かさが伝わり、ユーモアもあって豊かさを感じます。 
⽯神台ガーディアンの益々のご発展を祈念いたします。 
今後とも宜しくお願い致します。 
 
 
「おめでとうございます２００号」   （⻄⼩磯 N.M.様） 

 毎回貴ガーディアンのレポートを楽しみに拝⾒させて頂いています。 
巡回時の気付き、盗難情報などに加えて特に「ガーディアンの気持ち」並びに番
外・付録・おまけ等は特別に興味を持って拝読させて頂いています。⽇常⽣活に⼤
いに役⽴っています。 
 国の基本戦略―⾃助・共助・公助のコミュニティ精神を⻑年に亘り実践されてい
る⽯神台地区の皆さんに脱帽です。他地区に住む住⺠の⼀⼈として皆さんの活躍
に衷⼼より敬意を表したく思います。３００号に向けて更に「継続は⼒」を発揮さ
れますことを︕ 
 
 
「おめでとうございます ２００号」  （⼩⽥原 K.K.様） 

「ガーディアン⽉報発刊２００号おめでとうございます」 
 「⾃分たちの町は⾃分たちで守る」よく⽿にしますが、⾔うは易し、⾏うは難し 
です。⽯神台地区安全の為、多くの⽅が毎⽉パトロールを実施したり、⾃治会内の 
⽬⽴つ場所にドキッとさせるフレーズの⼊ったのぼり旗を⽴てるなど、不断の努
⼒が犯罪の抑⽌⼒になっているのでしょう。パトロールされる⽅の意志⼒と、住⺠
の⽅々の理解と⽀え、そしてガーディアン誌でパトロールの結果報告と、時の話題
を⼊れた読み易い記事、何よりも編集者の根気があればこそ１６年８ケ⽉の⻑き
に亘り続いたのでしょう。 
 これからも住⺠の安⼼、安全を守るため、末永くパトロールされることと、ガー
ディアン誌が継続されることを祈念いたします。 
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編集後記︓ 2020 年 11 ⽉のガーディアン⽉報が 200 号になることは、昨年秋に
私から⼩野さんに話しました。2004（平成 16）年 4 ⽉のガーディアン活動開始
に伴い 4 ⽉ 22 ⽇付け「⽯神台ガーデアン４⽉報告」が、「世話⼈ ⾼橋 是」名で
発⾏されています。以後、毎⽉発⾏されていればそうなります。私の⼿元には開始
年分は４,6,7,8,11,12 ⽉しかありませんが、内容から⾒て毎⽉作成されていたと
思います。この頃の⽉報（紙でも電⼦でも可）をお持ちの⽅がいらっしゃいました
らお知らせください。上記の通り第１号の表題は“⽯神台ガーデアン４⽉報告”で
すが、その記事中には”ガーディアン“と書かれています。それ以前の４⽉ 16 ⽇の
⾼橋さんの「防犯団発⾜後経過報告」には、名称 : 「⽯神台ガーディアン」 
(guardian: 守る⼈、 ⾒張る⼈の意)と書かれていてその後の表題も「⽯神台ガー
ディアン N ⽉報告」です。ところが今回の⾼橋さんからの巻頭寄稿が原稿では 
“ガーデアン”になっていました。（笑）【三箇】 
三箇さんからの連絡を受けて、３，４か⽉前から２００号記念号を作ろうと、⽉報
の回覧や、ガーディアン回覧などで団員や⾃治会会員にも広くにコメントの原稿
依頼をしたところ、昼間や、夜間の団員を中⼼に２５⼈の⼈から素晴らしいコメン
トを頂きました。更に、外部の⼤磯警察や、国府⼩学校の校⻑先⽣など５⼈の⽅か
らも思わぬお祝いのメッセージも頂きました。また編集、校正、綴じ込みなどでは
三箇さん、吉⽥さん、篠本さん、北⾵さん等の協⼒を頂きここに完成しました。 
皆さんの協⼒、ありがとうございました。【⼩野】 


