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本日は、ご多忙の中、また東日本大震災

で東京も計画停電に入り、鉄道網が乱れて

いる中、お集まり下さり感謝です。 
3 月 11 日に発生した東日本大
震災で多くの尊い命が奪われま

した。ぶどうのいえの滞在者のご

家族も被災されました。被災され

た方々に、先ずは、心よりお見舞

い申し上げます。 
ぶどうのいえは、昨秋に１５周

年を迎えることが出来、これも

日々ご寄付等でご支援を戴いて

いる方々や日頃、運営を担って下

さるボランティアの方々のお陰

であると心より御礼申し上げま

す。 
後ほど担当者から説明があり

ますが、昨年は、利用者の数が低下してい

ましたが、10月以降は利用率が高くなりま
した。原因が判りませんが、他の施設でも

同様な傾向が出ています。 
ここ数年、毎年 200万円前後の赤字が出
ていますので、積立金を取崩してまいりま

した。このような状況が続きますと、後、

数年で財政的に危険な状況になると理事会

では、心配していました。支出の主なもの

は、施設の賃借料であります。その他、光

熱費や人件費であります。人件費は、ボラ

ンティアと事務局長が帰った後の 5 時から
9 時までのアルバイト代等の削減を行いま
した。ご利用される方々にはご迷惑をお掛

けすることを承知でこの時間帯の受付を廃

止し、夜 9 時から翌日まで勤務して戴いて
いる夜間アルバイトのご夫婦に 9時から 10
時の間の受付業務を依頼することにし、実

施は 2011 年 2 月からとしました。
収入の主なものは、ご寄付ですが、

所得税に加えて住民税の控除も認め

られるようになり、個人のご寄付や

日立製作所のグループ等のご寄付が

予算を上回ることが出来、いろいろ

と事務局長やボランティアのアイデ

ア等も取入れ、2010年度は、100万
円の黒字に転ずることが出来感謝し

ています。さらに外部からの支援と

して、晴留家志んぷ氏を中心とした

「アンデレ寄席」、「尾松純子の語り

の会」、堀江真理子氏による「ぶどう

のいえ支援コンサート」や東京トロ

ンボーンオーケストラによる「クリスマス

コンサート」からご支援を戴きました。さ

らに、「ＮＨＫ歳末助け合い」、「アサヒビー

ルワンビール支援」や「毎日新聞社の小児

ガン征圧募金」からもご支援を戴き、各室

のテレビを地デジ対応の新しいものに更新

することが出来ました。感謝申し上げます。 

15 周年行事は、現在の財政事情を考え、
季刊誌「ぶどうのいえだより」の特集号の

発行のみとしました。さらに施設の傷んだ

箇所を順次改修することにしました。先ず

各室の床の摺り切れたフロアー・カーペッ

トをフローリングに交換することと和室の

203 号室を畳の部屋からクローゼットを備
えたフローリングの部屋へと模様替えをす 

だより 
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ることにしました。これも昨年と今年の１、

2 月に実施しました。これにより、ご利用
戴く方々には以前に較べて快適な生活を過

ごして戴けるものと考えています。 
また、使用する光熱費のうち、水道料の

削減のために理事のお一人が、試験的に減

水コマを使うことによってご家庭の使用量

が削減したとのご提案を戴いています。大

家さんの教会側にも協力して戴き、なるべ

く早い時期に実施をしたいと考えています。 
このような財政の厳しい中、篤志家の方

から高額のご寄付のお申出があり、正に救

世主であると感謝しています。理事会では

このお申出を感謝してお受けいたし、積立

金がゼロになったら、取崩せる基金「岩井

久雄運営基金」を設置することの承認を得、

運営総会で運営委員の方々のご承認も得る

ことも出来ました。 
昨年、ぶどうのいえと同じような施設を

経営する「マクドナルドハウス」から東京

大学病院の小児科病棟の隣に２０室の施設

の建設計画を伺いました。東大病院をご利

用戴いている方々には、病院の隣の我が家

として大変便利になります。先方の事務局

長さんが、ぶどうのいえへご説明に来られ

たので、我々は利用者の立場を考えると「ウ

エルカム」ですと申し上げました。ぶどう

のいえの立場としては、現在、当施設利用

者の５０％が東大病院の利用者ですので、

その影響は、大きいと考えています。今後、

この問題を解決するには、他の病院を開拓

すると同時に、今までお断りしてきた大人

の難病の方々に一定の枠をつけて門戸を拡

げて受入れるのも一策であると考えていま

す。 
今後の予定ですが、20周年に向けての施

設の改修等も視野に入れて、順次汚れの目

立つ壁紙の張替えや各室に備え付けてある

冷蔵庫の交換、洗濯機と乾燥機の更新を行

いたいと考えています。そして利用者に「第

二の我が家」としてゆっくりとくつろげる

場を提供してゆきたいと考えています。 
今後とも、皆様のご支援、ご助言を賜り

ますよう、よろしくお願い致します。 

           ぶどうのいえ理事長 
 

     ぶどうのいえ 第 11回運営会員通常総会  

１．召集年月日   2011年 2月 20日 

１．開催場所    東京都文京区弥生一丁目３番１２号 

          東京聖テモテ教会 ホール 

１．開催日時    2011年 3月 20日 午後 3時 

１．社員総数    73  名 

１．出席した社員数   56名 

     内訳   本人出席  14名 

          委任状出席 42名 

1．議長選任の経過 

 定刻に至り司会者堀内昭が開会を宣言し、本日の総会は定款所定数を満たしたので有効に成立し

た旨を告げ、議長の選任方法を諮ったところ、満場一致をもって堀内昭が議長に選任された。続い

て議長より挨拶の後議案の審議に入った。 

  

ぶどうのいえだより 2011年 4月 
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    ２０１０年度（第１１期）事業報告 
認定特定非営利活動法人   ぶどうのいえ 

 事業年度 2010年 1月 1日～2010年 12月 31日 
［事業報告］ 
［１］運営に関する事項 
 (１)滞在施設運営事業 
〈施設利用状況〉 １１室を運用し、年間延べ２８６６人の方が利用された。 
          利用者が減少傾向にある。 

  １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 
年間 

集計 

利用室数 21 24 50 32 39 24 46 43 32 29 35 26 401 

利用家族数 17 24 47 28 34 25 44 38 25 27 26 22 357 

利用者数 大人 28 39 71 43 51 35 60 51 36 44 39 33 530 

      子ども 13 23 29 21 23 14 30 24 14 20 11 21 243 

       合計 41 62 100 64 74 49 90 75 50 64 50 54 773 

利用者延人数 166 90 211 207 248 145 271 262 245 360 337 324 2866 

利用述べ日数 93 37 112 110 147 81 124 135 115 238 212 182 1586 

部屋の利用率％ 27.3% 12.0% 32.8% 33.3% 43.0% 24.5% 36.4% 39.6% 34.8% 60.7% 64.2% 49.9% 38.0% 

ボランティア延人数  78  76  72  83  73  79  83  82  85  89  83  80  963 
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〈利用病院状況〉 

   東京大学付属病院      129       都立駒込病院       1 
   日本医科大学病院       42       都立大塚病院       9 
   国立がんセンター        13       都立広尾病院       1 
   順天堂大学医院         17       聖路加国際病院      4 
   東京女子医大東医療センター  72       癌研有明病院       3 
   国立成育医療センター      27    国立国際医療研究センター 1 
   東京医科歯科大学病院      11       日本大学駿河台病院    1 
   東京慈恵会医科大学病院     5       多摩総合医療センター   1 
   慶応大学病院          5       東京医療センター     1 
 
〈ボランティア業務状況〉 
  ・登録ボランティア数  41名（ボランティア保険に加入） 
  ・業務内容 

（１） 受付業務 月曜日～土曜日 10:00～17:00 
内容 予約受付・部屋割り・入退室事務（会計、精算を含む） 
   館内案内・業務ノート作成・その他 
一日平均人数 全時間対応 1～2名 
       任意時間対応 1～2名 
延べ人数  963名 

（２） 大掃除 月 1回（第 3水曜日 10:00～11:30）4～5名 
（３） ケーキ作り 月 1回（第 1日曜日 販売）3～4名 

 
〈清掃整備業務（有給）〉 

・ 内容 全館共有部分清掃 ：毎日 
        各室清掃・リネン交換・設備の管理 

・ 勤務 週 4日 
 

〈事務局長業務状況（有給）〉 
・ 事務局長勤務時間 
  奇数月 月・水・金 14:00～18:00 
  偶数月 火・木・土 14:00～18:00 
    内容 会計・渉外・予約受付・部屋割り・入退室事務・館内案内 
 

〈管理人業務状況（有給）〉 
   ・ 勤務時間 月曜日～金曜日  17:00～21:00 事務室にて 

          夜間         21:00～翌日 10:00 管理人室にて 
       内容 予約受付・部屋割り・入退室事務（会計、精算を含む）   

    全館巡回・ゴミ出し・緊急時の対応・避難誘導 
 

〈理事会〉 
    第 60回  2月  6日（土） 14:00～16:00    出席 8   欠席委任状 3 
    臨 時   3月 21日（日） 15:00～16:00     〃 11      〃      0 
    第 61回  6月 20日（日） 15:00～17:00     〃  5      〃      6 
    第 62回  7月 31日（土） 13:00～15:00     〃  7      〃      4 
    第 63回  9月 25日（土） 13:00～15:00   〃  9      〃      2 
    第 64回 11月 28日（日） 15:00～17:00   〃 10      〃      1 
 
〈常任理事会〉理事長 副理事長（2名） 事務局長 
         1月 13日（水） 17:15～18:30 
         2月 17日（水） 17:15～18:30  

2011年 4月 ぶどうのいえだより 
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4月 14日 （水）  17:15～18:30 

        5月 12日 （水） 17:15～18:30 
        7月 14日 （水） 17:15～18:30 
        9月 22日 （水） 17:15～18:30 
        11月 10日 （水） 17:15～18:30 
 
〔II〕広報活動に関する事業 
〈病院訪問〉 
   東京女子医大東医療センター 布田先生 
   日本医科大学病院      前田先生 
   田代医院          田代先生（開業医 緊急時の対応を依頼） 
   松原歯科医院        松原先生（開業医 緊急時の対応を依頼） 
 
〈施設訪問〉 
  6月 16日 ファミリーハウス 植田事務局長と話し合い 理事長 
  10月 3日 名古屋第一日赤病院のハウス「めばえ」 理事長、副理事長、ボランティア 3名 
 
〈チャリティー事業〉外部の支援者による開催 

・ 語りの会 
 出演：尾松純子氏 
 日時：2010年 1月 30日（土）14:00～ 
 場所：聖テモテ教会礼拝堂・ホール 
 主催：おはなし夢夢「夢企画」 
 参加人数：約 170名 

・ バザー 東京聖テモテ教会内外の有志 
 日時：2010年 4月 29日（祝）13:00～14:30 
    2010年 10月 17日（日）11:30～14:30 
 場所：聖テモテ教会ホール・庭・ぶどうのいえ  

・ アンデレ寄席   
 出演：神田松鯉氏、大谷廣太郎氏、大谷廣松氏、晴留家志んぷ氏  
 日時：2010年 5月 3日（祝） 
 場所：東京聖アンデレ教会 
 参加人数：約 170名 

・ ピアノ・トランペットリサイタル 
 出演：ピアノ堀江真理子氏 トランペット曽我部清典氏 
 日時：2010年 9月 13日（月）19:00～ 
 場所：東京聖アンデレ教会 
 参加人数：約 100名 

・ 東京教区フェスティバル（日本聖公会東京教区） 
 日時：2010年 9月 20日（祝） 
 場所：立教女学院 校庭 
 参加：理事長 ボランティア 2名 

・ 東京トロンボーンオーケストラ クリスマスコンサート 
 出演：東京トロンボーンオーケストラ 
 日時：2010年 12月 9日（木）19:00～ 
 場所：東京聖アンデレ教会 
 参加人数：約 130名 

 

2011年 4月 ぶどうのいえだより 
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〈啓蒙活動〉 
・ ぶどうのいえだより 
   2月、5月、11月（15周年記念号）発行 
・ ぶどうのいえ来訪者 
   1月 20日 天野克彦氏 「夢企画」 語りの会打ち合わせ 
   1月 27日 鈴木信行氏 日本二分脊椎病協会相談役 見学 
   1月 27日 長津信氏   まるやコーポレーション営業部 
   1月 30日 「語りの会」参加の方 6名 見学 
   2月 12日 立教女学院 藤の会 3名 
   8月 30日 諸聖徒教会 林昭子氏 町田朋子氏  
   9月 14日 マクドナルドハウス長瀬事務局長 理事長と懇談 
   9月 30日 堀江真理子氏 アンデレコンサート 
   10月 21日 国際ソロプチミスト東京弥生 松本氏 
   12月  7日 多田美智子氏（故 多田威夫氏夫人） 
     12月  7日 立教女学院 奉仕委員会 2名 
   12月  9日 神田キリスト教会婦人会 
   12月 10日 立教中学・高校ボランティアグループ 今村氏他 2名 
   12月 28日 東京トロンボーンオーケストラ 出羽敦史氏 
 

〔III〕援助・支援に関する事業 
・ 沖縄 がじゅまるの家   ・大阪 守口ぶどうのいえ  

 
〔IV〕目的達成に関する事業 
〈ボランティア勉強会〉 

① 講師：橋本玲子氏 難病の子ども支援全国ネットワークの電話相談室長 
 日時：2010年 1月 9日（土）11:00～12:00 
 参加人数：12名 
② 講師：鈴木信行氏 日本二分脊椎病協会相談役 
  日時：2010年 11月 13日（土）14:00~ 
   参加人数：14名 
③ 本郷消防署員による救命訓練 
  日時：2010年 8月 1日（日） 
  場所：聖テモテ教会ホール、庭 
  参加：ぶどうのいえ（管理人、ボランティア計 6名）、教会、ひよこ教室 
 

〈ボランティア打合会〉 
     毎月 1回 （8月は除く） 
 
〈研修会〉 
     ①「全国滞在施設運営団体の事例に基づく研修事業」検討委員会   
      日時：2010年 6月 26日（土）13:00～15:00  
      場所：アフラックペアレンツハウス亀戸  
      参加：理事長（オブザーバーとして） 
     ②「NPO法人会計基準発表」イベント 
      日時：2010年 7月 20日（火） 
      参加：理事長 

③ 第 11回 JHHH全国ネットワーク会議 
日時：2010年 10月 3日（日） 
場所：名古屋第一日赤病院 会議室 
参加：理事長、副理事長、ボランティア 3名 

     ④「全国滞在施設運営団体の事例に基づく研修事業」検討委員会   
      日時：2010年 11月 7日（日）13:30～16:30  
      場所：品川区総合区民会館 6F小会議室 
      参加：理事長（オブザーバーとして） 

2011年 4月 ぶどうのいえだより 
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　　　2011.2.5

　　　(単位：円）

 剰余金

 期首繰越剰余金 4,730,872

 当期正味財産増加額 21,112,096

 期末繰越剰余金 25,842,968

第1１期　正味財産変動計算書

科目 予算 決算

収入の部

滞在費 150,000 97,990

施設利用料

その他

事業収入合計 4,350,000 3,192,910

寄付金及び運営会費

受入寄付金（法人） 4,000,000 4,650,000

受入寄付金 5,000,000 26,583,676

受入寄付金（チャリティ） 200,000 342,400

受入支援金 400,000 600,000

小計 9,600,000 32,176,076

運営会費 150,000 158,000

寄付金及び運営会費合計 9,750,000 32,334,076

その他の収入

受取利息 40,000 23,514

その他

その他の収入合計 50,000 29,428

収入の部合計 14,150,000 35,556,414

支出の部

給料手当 3,166,668 2,719,810

報酬 133,332 199,998

奉仕員活動費 750,000 585,140

広報費 200,000 367,048

渉外費 100,000 40,000

交通費 300,000 348,540

通信費 850,000 640,838

賃借料 5,796,000 5,714,950

保険料 65,000 59,440

保守修繕費 100,000 186,525

水道光熱費 2,300,000 2,057,794

公租公課 90,000 74,508

会議費 10,000 27,300

研究学習費 200,000 71,885

手数料 100,000 64,015

事務消耗品費 250,000 210,388

設備用品費 500,000 189,400

清掃費 400,000 337,201

クリーニング代 300,000 241,584

減価償却費 100,000 297,554

雑費 30,000 10,400

経費合計 15,741,000 14,444,318

予備費 1,000,000 　　　　　　　　　　　　　　　　-

支出の部合計 16,741,000 14,444,318

当期収支差額（当期正味財産増加額） △     2,591,000 21,112,096

雑収入 10,000 5,914

収支計算書　　　2010.1.1～2010.12.31　　　単位：円

事業収入 4,200,000 3,094,920
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貸 借 対 照 表 
2010 年 12 月 31日 

   単位：円 

【資産の部】 
1.流動資産       
  現 金              362,080   
  郵便為替            1,775,255   
  郵便貯金             3,837,126   
  普通預金             25,825,726   
  定期預金             10,089,272   
  立 替 金              0   
  流動資産計   41,889,459 
2.固定資産       
  備  品              2,080,581   
  減価償却累計額   1,507,679   
  固定資産計   572,902 
        
  資産の部合計   42,462,361 

    
【負債の部】 

1.流動負債       
  預り金   619,393   
 流動負債計   619,393 
  負債の部合計   619,393 

【正味財産の部】 
1.基金    10,000,000 
2.積立金       
  救済積立金   3,000,000   
  修繕積立金   3,000,000   
  積立金計   6,000,000 
3.剰余金      
  前期繰越剰余金 4,730,872   
  当期正味財産増加額 21,112,096   
  剰余金計   25,842,968 
  正味財産の部合計 41,842,968 

負債及び正味財産の部合計 42,462,361 

 

2011 年度（第１２期）事業計画書    

認定特定非営利活動法人 ぶどうのいえ 
事業年度 2011 年 1月 1 日から 2011年 12 月 31 日まで 

１ 事業の方針 
  本事業は滞在施設を提供することによって、難病児とその家族等を支援することを目的とし、安定

した受け入れ体制の維持管理に努めます。そのため前年に引き続き、滞在施設事業、広報事業（賛

同者増強事業）とボランティアの研修を強力に進め、活動を強化いたします。 
 
＜滞在施設事業＞ 
  滞在施設の維持管理および設備・備品の充実に重点を置き、居住環境の向上に努め、滞在者を受け

入れます。 
 
＜広報事業＞ 
  広報活動は「ぶどうのいえ」の事業を周知徹底させるために季刊誌の発行、企業・病院の訪問、援

助先訪問などを実施し、賛同者の増強に努めます。 
 
＜ボランティア研修事業＞ 
  ボランティア研修のために講演会、研修会、他施設の見学を企画し、ボランティアの参加を積極的

に勧めます。 

2011年 4月 ぶどうのいえだより 
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2 事業の実施に関する事項 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ぶどうのいえだより 2011年 4月 

実施 実施 従業者 受益対象者 支出額

事業名 事業内容 日時 場所 の人数 の範囲及び (千円）

人数

管理運営に 通常の滞在施設 ぶどうのいえ ボランティア 慢性疾患児

関する事業 運営事業 施設内 および専従者 とその家族 14,326

(定款5条の①) 30名

広報活動に 季刊紙発行― 通年 全国発送 10名 賛同者の獲得強

関する事業 チャリティー事業 ぶどうのいえ近隣 化にも資する 1,350

(定款5条の②) 企業・病院訪問 施設等 (スタツフ)

守口市

守口ぶどうのいえ

沖縄がじゅまるの家 沖縄県

運営相談 がじゅまるの家

ぶどうのいえ (スタツフ) がじゅまるの家

目的達成に ボランティア勉強会 通年 ぶどうのいえ 10名 ボランテイア

関する事業 研修会への参加 施設内及び および希望者 300

(定款5条の④) 施設見学・講演会 各地 (スタツフ)

合計 16,176

10名

守口ぶどうのいえ

スタッフ

(定款5条の③)

NPO法人子ども医
療支援わらびの会 200

通年

援助・支援活動

に関する事業

守口ぶどうのいえ

運営相談 随時

2010年予算
2010年1-12月

実績
2011年予算案 科　目 2010年予算

2010年1-12月

実績
2011年予算案

事 滞在費収入 4,200,000 3,094,920 3,000,000 給料手当 3,166,668 2,719,810 3,600,000

業 施設利用料受入 150,000 97,990 100,000 報酬 133,332 199,998 300,000

収 その他 奉仕員活動費 750,000 585,140 700,000

入 広報費 200,000 367,048 300,000

事業収入計 A 4,350,000 3,192,910 3,100,000 渉外費 100,000 40,000 50,000

16,741,000 14,444,318 17,176,000 交通費 300,000 348,540 350,000

1,000,000 1,000,000 通信費 850,000 640,838 700,000

△ 12,391,000 △ 11,251,408 △ 14,076,000 賃借料 5,796,000 5,714,950 5,796,000

運営会費 150,000 158,000 150,000 保険料 65,000 59,440 60,000

受入寄附金(法人) 4,000,000 4,650,000 5,000,000 保守修繕費 100,000 186,525 250,000

受入寄附金 5,000,000 26,583,676 7,000,000 水道光熱費 2,300,000 2,057,794 2,100,000

受入寄附金(チャリティ） 200,000 342,400 200,000 公租公課 90,000 74,508 90,000

受入支援金 400,000 600,000 300,000 会議費 10,000 27,300 30,000

　小　計 9,750,000 32,334,076 12,650,000 研究学習費 200,000 71,885 100,000

そ 受入補助金 0 0 手数料 100,000 64,015 100,000

の 雑　収　入 10,000 5,914 10,000 事務消耗品費 250,000 210,388 250,000

他 受取利息 40,000 23,514 40,000 設備用品費 500,000 189,400 200,000

収 清掃費 400,000 337,201 700,000

入 クリーニング代 300,000 241,584 300,000

　小　計 50,000 29,428 50,000 慶弔費 20,000

他 0 0 0 減価償却費 100,000 297,554 150,000

支 0 0 0 雑　費 30,000 10,400 30,000

出 　小　計

計 15,741,000 14,444,318 16,176,000

△ 2,591,000 21,112,096 △ 1,376,000 予備費 1,000,000      - 1,000,000

(計) 16,741,000 14,444,318 17,176,000

剰　余　金

経　費　計 B

(内 予 備 費)

事業収支 A-B寄
付

金
及

び
運

営
会
費

認定NPO法人ぶどうのいえ　２０１１年予算

収 支 予 算 案 経　費　明　細

科　　　目
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<ボランティア勉強会> 
          2010 年 11 月 13 日 
 

障がいを活かし、楽しく生きる 
患医ねっと 代表 鈴木信行氏 

 
みなさん、こんにちは。 
私は、二分脊椎という疾患を持ちつつ生まれ、身体障害者として 41年を過 
ごしてきました。また、20歳と 23歳にてがんを発症し、多くの方のサポー 
トをいただきながら、これまで生きてきました。 
今日は、その私の人生を追いながら、各岐路でどのようなことが起き、そこ 
から何を学んだのかを、みなさんにご紹介したいと思います。 

 
０歳 二分脊椎として生まれる 
二分脊椎という疾患をみなさんはご存知でしょうか？（今回は、二分脊椎につい 
てはほとんど説明しませんが、生まれる前に神経系に異常があり、下半身を中心に、 
発育があまりよくない病気と思っていただいてかまいません） 
いまの時代は、医学の発達により、生まれる前、おなかの中にいるときに、二分脊椎であると判明する

場合もあります。一見、このような技術は喜ばしいことですが、日本では、その場合、中絶を選択され

る場合が少なくないようです（胎児の疾患を理由にした中絶は違法行為に当たるため、実際の数を調べ

ることはできません。二分脊椎の発症率や病状などからの推測になります）。 
つまり、私の疾患では、今の日本では、生まれることすら許されない場合があるということです。二分

脊椎である私は、これほどにまで幸せを感じ、毎日を充実し、楽しく生きているにも関わらず、生まれ

る前に不幸になると決めつけられ、そして生まれることさえ許されないという事実。 
みなさんは、障がい者だと生まれることすら許されない現状をどう思いますか？ また、人の価値はな

にで決まると思いますか？  

 
20歳 がんを発症する 
二分脊椎は、医学的な対応が適切であれば、その疾患でいのちを落とすことはありません。しかし、が

んは違いました。まさに、いのちが何かということを考えさせられました。いまの私の存在意味、いの

ちの価値、生きる原動力・・・、いままで当たり前と思っていたことが全く当たり前でない世界。それ

は私に、本来、人が生きるには強いパワーが必要であるということを教えてくれました。 
同時に、医療や福祉の厳しい現実と直面し、自分の気持ちの中に、自分の専門性を活かして、よりよい

医療・福祉を実現したいという夢が出てきました。しかし、自分の専門性とは何なのでしょう？ 自分

の中でもわからないまま、流れに身を任せていました。 
そして、この時期に、年間３万人が自殺していく日本、年間３０万件もある日本の中絶件数、夢が持て

ずに生きる希望を感じない多くの若者の存在、そのような日本の現実を学びました。 
みなさんにとって、いのちの価値とは何だと考えますか？ また、みなさんの専門性とは何ですか？  

ぶどうのいえだより 2011年 4月 
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２３歳 製薬企業研究員になるも、がんが再発 
再発したがんは、いのちを脅かすものでした。しかし、奇跡的に社会復帰できました。その経験の中か

ら、いくつもの学びや発見、気づきがありました。そのひとつは、多くの方はいのちの価値を見出すこ

とが「できない」のではなく、見出すことを「体験してこなかったのだ」と。さらに、自分は、いのち

の価値とは、｢夢を見て、それに向けて具体的な行動に移すこと｣だという考えに至りました。 
しかし、そのような場を、多くの方が体験し、体感し、これからの自分に役立てるようなチャンスは、

いまの日本ではありません。 
みなさんにとって、夢はありますか？ 常に夢をみるというくせをつけていますか？ 
 
３８歳 カフェを開く 
私の夢は、「多くの方が夢を感じられる場を作ること」になりました。 
そういう空間は、街中にさりげなく溶け込んでいる必要があります。 
そんな空間・・・私が結論として出した空間は、いわゆるカフェのスタイルです。 
カフェに行くときに、人生がとか、夢がとか、と深く考えることはありません。それでいいのです。カ

フェに入り、その空間に慣れた時・・・何かを感じるのです。私が目指しているカフェはそんな夢を持

っています。そのためには、カフェの中にいくつものきっかけを作る必要があります。それをステップ

に分け、最終的な夢のスタイルを完成させるにはまだまだ時間が必要な状況です。 
みなさんがお持ちの夢に向かって、ステップを考え、実現させるために日々なにかに取り組んでいます

か？ 
 
４０歳 患医ねっとを立ち上げる 
夢を持っていないのは、子どもたちだけではありません。親たち、子どもたちに教育をする教師たち、

そして多くの大人たち、その多くの方には夢がないと私は感じています。 
そこで、私は教育分野に入っていきたいと考えています。これもまた、「多くの方が夢を感じられる場

を作ること」の一環です。 
しかし、資格もなにもない私が、容易に入っていける分野ではありません。まずは組織として取り組む

必要があると考えています。そこで、私の得意とする医療や福祉の分野で、夢実現力をつけられるよう

な教育活動に取り組み始めました。 
そのときに活用する組織が「患医ねっと」です。まだ、立ち上げたばかりの会ですが、今後、中・高校

などの教育機関での講演活動など、少しずつ成果を出しつつあります。 
みなさんは夢実現力をつけ、また、その大切さを周りに伝えていますか？ 
 
夢を持つことに年齢制限も、収入制限もありません。 
誰もがいつでもできることであり、そしていまのあなたの 
いのちを大切にするには必要な動作なのです。 
ぜひ、常に夢を持ち、その実現に向けて、充実した日々を、 
私とご一緒しましょう。 
 
 

ぶどうのいえだより 2011年 4月 
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★ありがとうございました 

 
会費・ご寄付の方々            （順不同 敬称略） 
池田史郎 大西健之・六生 清水浩 聖オルバン教会 折井利彦 山城浩美 神田キリスト教会婦人会 

石橋聖トマス教会 ㈱日立ライフ ㈱日立ビルシステム 日立電子サービス（株） 日立インターメディ

ックス㈱  多田美智子 吉岡敏夫 神田キリスト教会 堀内昭・紀子 森本晴生 東京聖十字教会 林

美奈子 荒川雄行 荒川こずゑ 金井務・玲子 弥生一丁目町会 立教女学院藤の会 秋田聖救主教会 

聖公会聖ミカエル学園聖使幼稚園 諏訪恵子 山田庸夫 石渡康弘 志木聖母教会婦人会 上宮節 香蘭

女学校校友会 杉崎たか子 尾崎雅 佐藤雅雄 桑原恵美子 山添英子 田中宏 織田恵子 杁山博 佐

藤啓子 山本登久子 及川陽 中村茂子 元田まり テモテ教会ケーキ班 立教池袋中学・高等学校ボラ

ンティアグループ 百井幸子 大畑あさ 松井和男・弘子 中島和子 目白聖公会 小川清恵 明治学院

高校 両角一恵 本間春枝 真光教会 赤松宗子 巻島務 医）和童会西野こどもクリニック 東京トロ

ンボーンオーケストラ 島田敏代 大野あや 長谷川康一 中川直美 木村精一 清家絢子 吉井恭子 

吉田あこ 東海林晴子・和恵 小川龍 宇都宮聖ヨハネ教会 寺村佳江 氏家齊一郎 田中宏徂 藤田満

智子 磯部雅彦 黒須道子 沢砥正美 上床道子 菊地悦子 門野政子 門野倬也 佐藤一男 林基治 

匿名 土屋公恵 匿名 松田道子 陶山秀昭 小楠寿典 五十嵐紗那子 恩田正雄 水之江不二子 加藤

幸彦・和子 柴和子 木澤武司 福島利一 水井廣二 堀内弘之 山野友美 本岡恵美 宮川裕子 内藤

初枝 三上百合子 加藤誠 藤井野百合 匿名 蔵元秀子 矢代捷 匿名 阿部園子・朋子 古川佳子 

萩田保世 虎谷道子 林由利 富岡房江 志村弘子 久須美康徳 吉田彩子 花房正義 林陽子 高橋和

恵 梶井久子 鶴野正子 宮本順子 小野三枝子 内田昹子 鈴木勇二・洋子 井原洋子 ジーン・レイ

マン 奥山維子 林良介 三本松由利子 渡辺修一 高橋遠 高橋英雄 林貴雄・林正子 岡野峻 田中

応佳 三村信子 大庭一己 濱口喜美子 柳田幸子 聖ヨゼフ宣教修道女会フィリピン・ボランティア 

松代静江 中杉商事㈱ 土屋賢一 森田利光 加古欣一郎 古谷野亘 小谷佳子 倉田静江 富山佳子 

内藤智雄 稲葉静代 篠原茂信 柳沢昌子 小山泰 中川李枝子 別所文雄 高原富美子 廣畑真弥子 

蒔田ユリ子 匿名 芦屋聖マルコ教会 菊地泰次 藤沢聖マルコ教会オリーブ会 山本敏子 丸山恒 匿

名 兼子佐与子 北村アイリーン 門脇富美子 渡辺眞理子 清水玲子 匿名 藤野破摩雄 河合和子 

小田原聖十字教会日曜学校花園幼稚園 今野ひふみ 山口学 奥野央人 神谷まり 矢崎善則 田中悠子 

矢崎美昭 紅山雪夫 秋元秀介 佐室有志 外山博子 千葉復活教会 飯田南 宮本耕一 近藤義順 戸

塚泰子 広瀬渥子 阿部基裕・順子 鈴木公子 東松山聖ルカ教会 奥村和子 田中芳子 岡村ゆき子 

三好忠彦 小林智子 匿名 ㈱日立プラントテクノロジー (株)日立情報システムズ 中央商事㈱ ㈱日
立ハイテクノロジーズ ㈱日立保険サービス 香蘭女学校 日立マクセル㈱ ㈱日立国際電気 日立キャ

ピタル㈱ ㈱日立メデｲコ 日立工機㈱ ㈱日立物流 ㈱日立製作所 ㈱日京クリエイト 日立建機㈱ 

日立金属㈱ ㈱日立ソリューションズ 榊まゆみ 宍道多麻子 中沢洋子 渡辺洋子 浅見泰子 畑井正

春 倉辻明男 大場誠 塩田純子 浜田香苗 匿名 松野敦子 宮崎なを 「ちいさいおうち」酒井 高

見沢邦郎 和田房子 松角恭子 匿名 高橋淳子 木村美樹枝 大和証券キャピタルマーケッツ㈱ 日立

ビアメカニクス㈱ ㈱日立アイシーシー ひよこ教室 黎明保育園堀切教会 前泊郁子 山崎慶子 吉田

昭子 櫨山真知子 田中孝一・喜代子 樋口扶美子 羽鳥美代子 椎橋照子 長尾由紀子 堀楚乃子 小

林友江 親切会関東支部 与良啓子 匿名 小田原登美子 八巻順子 丸田研一・雅子 高橋昭 匿名 

ぶどうのいえだより 2011年 4月 
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川口美香 大西健之・六生 暁星小学校シャミナード会 谷本真理子 青木雅美 戸村祐宇子 南谷猷子 

増田廣子 中村恭子 寒河江史子 磯貝敏幸 樋口里子 社会福祉法人ひかりの子月島聖ルカ保育園 水

口刀美子 親切会関東支部 匿名 大庭泰子 山形寿太郎 匿名 ノエルの会 鈴木康明 坂田基子 匿

名 菊地純子 植田義子 森淑子 大阪聖アンデレ教会 SS 漆山愛子 荒井淑子 立教女学院高等学校
聖書科 相川充代 菊地やす子 茂中仁美 梅田晶子 山口友子 大隈廣 岸まち子 内ヶ崎儀一郎・昌

子 山内益代 中村澄子 前田美穂 小川菖蒲 松戸聖パウロ教会 目白聖公会イクスディア  加藤季

美枝 岩田房子 大西健之・六生 小野喜代司 大春明子 吉田雅枝 日本聖公会島袋諸聖徒教会 金田

昭三 伊藤節子 池袋立教中学校・高等学校 〆木泰輔 大滝留理子  
（2011・11・1~2011・3・31） 

 
 

★ありがとうございました 
☆ 奥野 貢様  りんご 
☆ 鈴木 洋二様  お米・飲料水・その他 
☆ 神田キリスト教会 婦人会 パッチワークコースター 
☆ 鈴木 浩二様  駄菓子の詰め合わせ、ぬいぐるみ     
☆ 関  澄子様  りんご 
☆ 舟山 香世子様 りんご 
☆ 神谷 まり様  お手製の花シール 
☆ 小林 智子様  切手 
☆ 早船 寛人様  お菓子 
☆ 佐藤 香里様  ティッシュボックス 
☆ 小室 将弘様  お米・トイレットペーパー 
☆ 中川 李枝子様 ぐりとぐらのカレンダー 
☆ 町田 朋子様  お米 
☆ 中村 佳美様  お米 
☆ 富山 幸光様  額入りの絵 
☆ 中央商事様  クリスマスケーキ 
☆ 立教池袋高等学校ボランティアグループ様  お手製の袋類 
☆ 日本アムウエイ合同会社社会貢献グループ様 スープセット・うどん そばセットなど 
☆ 東京諸聖徒教会様 野菜・果物・お餅・クリスマスプレゼント用品 
☆ 花王株式会社 社会貢献部様 石鹸セット 
☆ （株）日立保険サービス様 
☆ 日立アプライアンス株式会社様  カレンダー 
☆ ダスキンサンワード様 
☆ 昭和建設様 
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 3月 11日の大震災で被災された方々に、心よりのお見舞いを申し上げます。 
未曾有の大災害で、さまざまな二次災害も起こりました。ぶどうのいえをご支援下さる皆様は、 
いかがお過ごしでしょうか。 
  ぶどうのいえでは、日頃、地震対策をボランティア会で検討していましたが、いざとなると想 
定外の大地震でした。幸い、建物は耐震補修が終わっていましたので、被害はありませんでした。 
ボランティアは帰宅困難になりましたが。 
ぶどうのいえ滞在の方々には東北地方の方も多いので、心配しています。ガソリンが手に入ら 

  ないからと予約をキャンセルなさる場合もありました。病気のお子さんが地震の影響で病院に 
来られない、という状態が早く改善されるよう祈るばかりでした。 

4月になり、少しずつ復興に向けた活動も見えてきましたが、まだ被害の全容が掴めないなど、 
困難さは変わりません。放射能の問題も大きくなるばかりです。ぶどうのいえでは、滞在の方に 
安心安全なハウスを提供する努力を、これまでにも増して続けて参ります。 

 
 
  日 時：4月 29日(金・祝) 11：30～14：00 
  場 所：東京聖テモテ教会 
  根津神社ではつつじ祭りも開催しています。どうぞお出掛け下さい。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
東京では桜が満開となりました。例年より遅いそうです。 

2011年より、ぶどうのいえだよりの発行が年 3回となります。これまで年 4回でしたから、 
皆様との接点が少し減ってしまいますが、内容を充実させ、ハウスの活動をお知らせしていき 
たいと思います。今後とも、よろしくご愛読くださるようお願い致します。 
                             編集 金井、西田、堀内 

 

ぶどうのいえだより 2011年 4月 

後記 

認定 NPO法人 ぶどうのいえ 
ホームページ   http://www.budounoie.jp/ 
E-mail    info@budounoie.jp 
郵便振替口座名   特定非営利活動法人ぶどうのいえ 
郵便振替口座番号  00120-2-540161 

堀江真理子氏チャリティーコンサート 
日 時：７月１８日(月・海の日)  15:00～17:00 
場 所：聖アンデレ教会      問い合わせ先：ぶどうのいえ 03-3818-3362 
出演者：堀江 真理子氏 (ピアノ)  曽我部 清典氏（トランペット） 
チャリティー支援先：①東日本大震災復興支援のため  ②「ぶどうのいえ」のため 

チャリティーコンサート 

東日本大震災にあたって 

春のミニバザー 
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