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     ～ピースボートで地球一周～ （その５） 

 

 井元 和美  

・今回は、各国の公衆トイレ事情です。今回寄港したのは、約 26 ヶ所でごく限られた地域の情報ですの

で、独断と偏見です。寄港地ではほとんどがバスツアーでしたので、美術館など単体の観光ではトイレ

の問題はありませんが、旧市街の自由散策時や自由行動の時はトイレ情報がないと、昼食時に好きな地

元ビールも飲めませんでした。25 年前に 2 週間バスで地中海沿岸を回った時の印象が非常に悪く、ト

ラウマになっています。今回の寄港地を大雑把に 5 つの地域に分け、トイレ事情と出来事を記述しま

す。 

【東南アジア」】 シンガポールを除いて、インフラ（給排水設備）が悪く、紙類は流さず脇の缶に入れ

ます。プーケットの民族舞踊劇場でも、バス 10台以上約 300名が順に観覧しましたが、トイレは男女

ひとつずつで、後着の我々のころには、水が床にも溢れかえっていました。有名な寺院は観光化されて

いて、トイレは有料でそれなりに問題はありません。 

【ヨーロッパ旧市街】 昔から公衆トイレという概念がなく、近年になって目立たないように広場の地

下に設けてあり案内を受けても探すのが大変でした。ガイドさんの推奨は、カフェのようなところで何

か注文して、その店の奥にあるトイレを使わせてもらうとのこと。バレンシアのラ・ロンハという商館

で、家内がトイレに閉じ込められ「ヘルプミー」と言って係の人に助けらました。他に公園の無人有料

トイレではコインを入れたのに扉が閉まらなかったなどあったそうなので、だれか一緒の方がよいで

すね。 

【バルト 3 国を含む北欧の旧市街】 大変美しい街ですが、公衆トイレとして独立したものはありませ

ん。ある人は理由として、地元の人はタンクが大きくて、たまにしかトイレに行かないから外のトイレ

は必要ない？と言っていました。面白かったのは、北欧はキャッシュレスが進んでおり、ノルウエーの

ベルゲンの魚市場に付属する近代的な公衆トイレは有料で、料金は 100 円ぐらいですが、カード払い

でした。3 人ぐらい並んでいたのに、お先にどうぞと譲ってくれたのでカードで入口の扉を開けると、

その 3人が後からどっと入ってきました。カードがなかったのか、お金をけちったのかわかりません。 
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【中南米】 東南アジアと同様にトイレ事情はよくありません。やはりインフラが問題です。 

エルサルバドルで泊まったホテルは高級で設備（バス、トイレ）も立派でしたが、やはり紙は流せませ

ん。グアテマラのアンティグアの市場の有料トイレでは、頑として USコインを受け付けず、居合わせ

た観光客に地元コインを恵んで貰ったこともありました。しかし、ここのファーストフード店は 2 店

とも無料でトイレを使わせてくれました。 

【日本と USA（今回はハワイとバミューダ）】やはり、公衆トイレとして安心できるのは、日本と USA で

した。特にあらためて、日本のコンビニは素晴らしく、どこだったか、日本のセブンイレブンの看板

を見たときは感激しました。 

・以上、今回は変な話で申し訳ありません。その土地のトイレ事情と歴史的・文化的な素晴らしさを比

較できるものではありませんが、高齢の夫婦が旅行する時は常にトイレが気になります。 

  

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（エストニアの首都タリン） 

 

2019 年 定時総会のご報告 

5 月 26 日（日）多摩市総合福祉センターにて定時総会を開催しました。 

正会員総数 47 名の内、出席者数 19 名、委任状 22 名でした。1 号議案から 5 号議案 

まで全て承認され無事終了しました。各事業への活発な意見を頂き、改めてゆづり葉の 

ミッションを考える総会となりました。総会終了後、お茶とお菓子での懇親会では日頃 

顔を合わせる機会の少ない参加者のお話を聴くことができました。 

 

2019 年度 役員紹介 

 理事長  杉本依子    副理事長 山口倫子 末木あさ子 

 理事   池田恵美子 池田純子 井元和美 浮揚玲子 岡本修二 小池千明 

      小松香 下田陽子 高橋初枝 服部幸代 山崎義信 

 事業監事 島津淳   会計監事 日吉東   顧問 田中三郎 

引き続きよろしくお願い致します。 

 



 

ご寄付と賛助会員の御礼 

 

ご寄付   高橋晋様 島津淳様 浮揚玲子様 

賛助会員  南弘道様 村松美花様 内山ひろ子様 長嶋宣一様 

      浮揚文江様 五井功様 杉本尚正様 

  

皆様のご支援本当にありがとうございました。長い間のご支援に感謝しております。 

ハンディキャブゆづり葉のミッション「福祉のまちづくり」の活動に大切に使わせていただきます。これ

からも当ＮＰＯ法人を支えてくださいますよう、また、新規の賛助、ご寄付も宜しくお願い致します。 

  賛助会費 一口 2000 円 

  ゆうちょ銀行（口座名）ハンディキャブゆづり葉 00140－6－361650 

  みずほ銀行多摩センター支店（普通）5869188 

 

 

新スタッフ紹介 

 

中村元幸さん 

           平成 31 年 4月から、ハンディキャブゆづり葉の運行スタッフとして、ＮＰＯ法 

人の会員になりました。3 月末まで 40 年間事務職をしていましたが、退職を 

機に体を動かし、現場で汗をかく仕事がしたくて仲間に加えていただきましたが、 

日々、冷や汗の連続です。多くの先輩方の助言、指導、そして何よりもまだまだ  

未熟な現場対応を温かく見守って下さる利用者の方々に、信頼される仕事が一日 

も早くできるように頑張ります。宜しくお願いいたします。 

 

石原綾華さん 

           はじめまして！6 月から働かせていただいています石原綾華です。 

主に、デイサービスの送迎介助をしております。今年 3 月に調理学校を卒業して

料理が得意なので、おでかけサロン（食事会）のお手伝いもします。 

これからよろしくお願いします！ 

 

 

 

夏休みのお知らせ 

8 月 10 日（土）～8 月 18 日（月） 

 

この期間の事務局はお休みとさせていただきます。 

この期間の申し込みはお早めにお願いいたします。 



堤透さんとの思い出エピソード 

 

 2019 年 6 月 1 日堤透さんが亡くなられました。享年 71 歳。その最後の 20 年余りを 

ハンディキャブゆづり葉で活動していただきました。 

 

 透さんの事を初めて知ったのは、20 数年前、ハンディキャブゆづり葉があった乞田の小さなプレハブ

共同事務所で、他事業所で働いていた妻から夫の壮烈な働き方を聞いた時でした。早朝から深夜までの

激務をこなし、多摩川を渡って帰ってきたというのが透さんでした。それから程なくご縁があり、ハンデ

ィキャブゆづり葉でご一緒することになりました。あの時代の企業戦士と呼ばれた人らしく、兎に角働

く！夜行っても、土日に行っても事務所には透さんがいる！ じわじわと寂しくなっている今日この頃

です。                                      杉本 

 

 女性だけで立ち上げたハンディキャブゆづり葉に、企業戦士として活躍していた堤さんがメンバーに

なってくださったことは、事業体としては全くの素人の私たちにとってはとても心丈夫でした。企業と

ＮＰＯとの違いなど、熱く語り合ったことが思い出されます。いろいろと教えていただいたことに感謝

しています。ありがとうございました。                       森岡 

 

 スカラモービルの操作においては、私は堤さんの一番弟子だと勝手に思っています。 

一緒にいろいろな階段を経験させていただきました。桜ヶ丘のＡさん宅の階段では本当に 

苦労しましたね…、そして電話の向こうから聞こえる「堤です」という渋い声が忘れられません。                                 

小松 

 

 階段昇降の介助をする時の移動の車中ではクラシック音楽が流れます。静かな気持ちで仕事につけま

した。先生のような存在でした。                          末木 

  

 まだハンディキャブゆづり葉に関わる前、当時の職場に向かう途中、ハンディキャブゆづり葉の前の

橋の上でよくお会いしたなあと思い出します。口にはいつも煙草でした。        石倉 

 

 タバコの香りに“堤さんかな？”と思い、すると案の定お見えになるのでした。分からないことだらけ

で、急な運行の依頼にあたふたしている時に“行きますよ”と渋い声で応じてくださり何度も助けられま

した。ご冥福をお祈りいたします。                          高橋 

 

 乞田川を覗いて“カルガモのひながいるぞ”自然がお好きだったように思います。 

“堤さーん”と呼ぶと、たばこの火を消しながらゆっくりと歩いてきます。どんと構えて動じない 

運転も階段昇降機もなんでも熟せる堤さん、居らっしゃるだけで安心したものです。                                     

                                          下田 

 

  



様々なトラブルやハプニングにも顔色一つ変えず対処してくださる本当に頼れる存在でした。仕事の

事もたくさん教えて頂きましたが山の話もいろいろお聞きしました。新入社員のＧＷ、春スキーで真っ

黒に日焼けして出社したこと、裏高尾がじつはとても良いところだとか、越後の一軒宿の事など…一日

の終わりにほっとする時間の堤さんとの思い出です。                  山口 

 

 

◆活動報告（2019 年 5 月～2019 年 7 月）◆ 

【2019 年 5 月】  【2019 年 7 月】 

2 日 日吉監事監査 2 日 全国移動ネット医療機構助成事業（虎ノ門） 

6 日 理事会 3 日 ヘルパーミーティング 

9 日 おでかけサロン 4 日 おでかけサロン 

10日 全国移動ネット監査 （千歳船橋） 5 日 多摩市ＮＰＯ生活支援連絡会 

14日 島津監事監査 〃 桜ヶ丘の移動を考える会（市役所） 

26日 定時総会 11 日 多摩市まるっと協議体 （パルテノン多摩） 

27日 おでかけサロン 12 日 多摩市サポーター研修打合せ（市役所） 

【2019 年 6 月】 14 日 全国移動ネット企画会議（千歳船橋） 

2 日 おでかけサポート 深大寺 21 日 理事会 

8 日 全国移動ネット総会 （田町） 22 日 おでかけサロン 

10日 運行者ミーティング 24 日 全国移動ネット事務局会議（千歳船橋） 

13日 おでかけサロン 26 日 桜ヶ丘の移動を考える会（ゆう桜ヶ丘） 

16日 全国移動ネット医療機構助成事業（虎ノ門） 31 日 桜ヶ丘の移動を考える会（ヴィータ） 

19日 桜ヶ丘の移動を考える会 

キックオフミーティング（市役所） 

  

23日 理事会   

24日 おでかけサロン   

 

おでかけサロン 食事会のお知らせ 

9 月 9 日（月）26 日（木）  10 月 7 日（月）24 日（木） 

11 月 11 日（月）28 日（木）  12 月 9 日（月）26 日（木） 

 

ハンディキャブゆづり葉ご利用申し込みについて 

◇運行サービスのご予約はご利用月の前月１日から受け付けます。 

◇受付時間は平日（土日祝除く）10:00～16:00 です。 

◇上記の時間外はキャンセルと変更の連絡のみ、緊急連絡専用電話にて受け付けます。 

  時間外対応緊急連絡専用電話 090-9344-1878 

◇予約が集中して配車できない場合、交通状況、天候などで運行が困難であると判断される場合

運行をお断りすることがあります。ご了承ください。 

◇土日祝日のメール、FAX でのご連絡については対応が遅れる場合があります。 


