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玄関を入ると、奥の受付カウンターから

「こんにちわ」、「暑いですね」（冬は、「外

はすごく寒いみたいですね」）、「お手伝い

することありますか」と明るく、優しく、

清んだ声をかけてくれるスタッフ

の人たちの姿が目に飛び込んでき

ます。 

 玄関を一歩入った瞬間に、暖かく

柔らかい雰囲気に包まれる。  

 「私のいえ」「あなたのいえ」「私

たちのいえ」、病床のお子さんたち

の病状を気遣いながら、互いが支え

合う「支えとなるいえ」がある。 

 それが「ぶどうのいえ」の存在感

というものなのでしょう。 

 「いえ」は、ただ建物としての存

在を示す「家」ではなく、信頼と愛

情と人と人との絆を示す集まりの

場所を含んでの表現です。 

 安心感と親しみの溢れる「ぶどう

のいえ」の存在感は、なによりも利用され

る方たちにとっての安らぎと慰めの場で

あることが願いです。 

 辛い時、苦しい時、切ない時、悲しい時、

また嬉しい時も楽しい時も喜びの時も、そ

の思い、気持ち、状態を分かち合う「かぞ

く」がいる。 

 「悲しみはひとと分かち合えば半分にな

り、喜びは分かち合えば倍になる」とも言

われます。                     

「かぞく」は、分かち合う愛と信頼の繋 

 

 

がりの姿です。 

   たとえ遠くに離れている「かぞく」

も、思いを届ける「いえ」がある。 

   ぶどうのいえを支援する個人・団体

の方たちは、すぐには会えない

「かぞく」でも、この「いえ」

に繋がるひとりとして思いを

分かち合って支えてくださっ

ています。 

 ぶどうのいえのスタッフ、ボ

ランティアの方たちは、ぶどう

のいえを訪れる人たち誰しも

の「かぞく」のひとりでありた

いという思いで力を尽くして

います。 

 ぶどうのいえは、「家」とし

ての居住環境の整備と施設の

利便性の向上に、お支えいただ

く方たちのご支援をいただき 

ながら、常に努めています。 

   それとともに、利用する方たちの支

えとなるように「安らぎと優しさと親

しみ」に溢れるようにと願っています。 

   これからも多くの人たちが、この「い

え」に集まる方たちの「かぞく」とし

てお支えくださいますようにお願いい

たします。 

（東京聖テモテ教会管理牧師） 
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       チャリティーコンサート 

〈堀江真理子と仲間たち〉 

  

2012 年 7 月 20 日、猛暑が一段落、5 月のような涼しさの日でした。しかも梅雨明け後なのに

雨。でもそんな天気にも関わらず、170名近くの聴衆を迎えることが出来ました。 

 ピアノの堀江真理子さんを中心に、おなじみのトランペット曽我部清典さん、ヴァイオリン 

澤和樹さん、特別出演は語り手の晴留家志んぷさん。不思議な魔女も登場。 

  

 プログラム バッハ：コラール前奏曲「われら悩みの極みにありて」 

       クラーク  ：ヴォランタリー「デンマーク王子のマーチ」 

       モーツアルト ：ヴァイオリンとピアノのためのソナタ 第 24番 

       アラン・メンケン：美女と野獣（神長 貞行編曲） 

       田中カレン ：サイレント・オーシャン 

       ビートルズ ：友だちの助けをちょっと借りて（柴山 拓郎編曲） 

       バッハ  ：オーボエ（トランペット）とヴァイオリンのための協奏曲 

 

 軽妙なトークも交えて、素晴らしい演奏と語りのひととき。 

楽しい、という声を多く聞きました。クラッシックの名曲やナレーション入りの曲、聞き慣れた

歌もありました。 

 コンサートが終わり、聴衆の皆さんがどなたも笑顔で帰られたのが印象的で、音楽の力を強く

感じました。 

 堀江真理子さん、出演者の皆さん、ありがとうございました。 

また、会場を貸して下さった聖アンデレ教会の皆様、イベント事務局を立ち上げてぶどうのいえ

支援に尽力して下さる鵜飼さんと奥様に感謝を申し上げます。 

             

 

2012年 8月 ぶどうのいえだより 
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 ぶどうのいえチャリティコンサートの報告とお礼 

             鵜飼 良機 

おかげさまで、今年のぶどうのいえチャリティコンサート＜堀江真理子と仲間たち＞を無事終える事

が出来ました。 

多少活動の出遅れがあったものの、しかも平日の夜という条件下ながら、観客動員はほぼ昨年並みか、

むしろやや多かった感もありました。過去 2 度のコンサートの実績が好影響を及ぼしたのではないで

しょうか。無料出演のチャリティながら決して手を抜かない堀江真理子様と仲間たちの方々には感謝

の言葉が言いつくせません。 

また、快く会場をご提供下さった聖アンデレ教会様、受付や照明その他にご奉仕下さった聖アンデレ

教会信徒の皆様にこの場を借りて深くお礼申しあげます。 

 

ぶどうのいえ 「イベント事務局」について 

 

 「イベント事務局」は、ぶどうのいえを支援するチャリティーコンサートや語りの会などを企画運

営し、外部からぶどうのいえを支える組織で、鵜飼良機氏が規約を作り立ち上げました。今回のコン

サートが初めての会になります。 

 企画から出演者との折衝、チケット・チラシ・ポスターの作成、その配布と販売、等々。そして当

日の受付でも鵜飼氏と鵜飼久美子さんが中心となり来場者へ挨拶。司会もされました。 

 次の企画は、11 月の語りの会です。ぶどうのいえスタッフもチケット販売に協力します。イベント

事務局の今後の活動に期待します。 

 皆様、次回にも是非、お出かけ下さい。 

 

 

ぶどうのいえの庭 

  

 夏の庭には、花ではなく野菜が実っています。  

 滞在者の方が“おいしい”と言ってくれました。 

 

          

ぶどう 

    

 

 

 

 

 

 

  ミニトマト       ピーマン          ふきと山椒 

2012年 8月 ぶどうのいえだより 
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     手作り品あれこれ       

 

コースター 

  退室の方にお元気でと祈りを込めて、スタッフが一針一針縫ったコースターをさし上げています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

うちわ 

  ペーパーナプキンで作ったスタッフの手作りうちわ。 

  リビングに置いて滞在者の方に使っていただいています。 

    

 

 

     

 

 

刺子の布巾 

  柄も色もさまざま、使い方もいろいろ。 

  滞在者用台所の布巾も刺子で作りました。 

2012年 8月 ぶどうのいえだより 



5

AED設置しました

最近、駅や公共施設ばかりでなく、さまざまな所で見かけるようになった

AED をぶどうのいえも 6 月に導入しました。

使い方は簡単とのことですが、業者さんにお願いして、玄関ホールの柱に

取付けた AED の下で、説明会を 2 回開きました。

スタッフやボランティアが参加。いざというときに適切に使えるか、参加者は

真剣に聞き、質問も多く出ました。

近隣や通りがかりの方にも急な時に役立ててもらえるよう、外にも表示をしました。

★助成金をいただきました

「公益信託 オラクル有志の会 ボランティア基金」より
203 号室のバリアフリー化 シャワー設置に使わせて頂きます。
9 月に工事をする予定です。完成したらまた報告いたします。

★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）

佐々木玉恵 大春明子 戸倉淳 櫨山真知子 ひよこ教室 聖テモテ教会ケーキ班 徳島文理大学心

理学科島治伸 島治伸 八巻順子 丸田研一・雅子 小金井聖公会食事会 吉岡はるみ 荒牧清美

山下浩子 富岡房江 吉岡敏夫 小林友江 大森聖アグネス教会 聖パウロ教会 目白聖公会

東京諸聖徒教会 東京聖テモテ教会 月島聖公会 聖路加国際病院聖ルカ礼拝堂 東京聖十字教会

聖愛教会 練馬聖ガブリエル教会 池袋聖公会 八王子復活教会 聖パトリック教会 小金井聖公会

聖マーガレット教会 浅草聖ヨハネ教会 永野つね 姉川博子 大西健之・六生 竹内尚子 坂倉敏

山王丸豊 小川清恵 鵜飼良機 鵜飼久美子 堀楚乃子 吉田政枝 中山義信 森田利光 南良夫

椎橋俊之 大隈廣 中島雄一 埼玉章子 横倉正義 中嶋浩子 神品芳明 岡田良二 目白聖公会婦

人会仕事会 近澤淑子 織田恵子 （2012・4・1~6・30）

★ありがとうございました

☆ 竹内朋子様 ガラス器
☆ 関谷隆一様･礼子様 手芸品 生活雑貨
☆ 高橋英雄様 切手
☆ アンジー様 タオル ハンカチーフ おもちゃ等
☆ 大橋玲子様 衣類 靴等
☆ 多田美紀様 衣類
☆ 石垣様 お米 30kg
☆ 中村友子様 絵葉書 文房具 ミニ絵本
☆ 大平洋志様 タオル 洗剤 クリアファイル
☆ 渡辺眞理子様 テレフォンカード多数

2012 年 8 月 ぶどうのいえだより
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昨年と同じように猛暑で始まった 7月、昨年の大地震以来 天候にも異変が起きているように 

思います。 

この暑さの中、利用なさるご家族には、入院中のお子さんの為に通院されている姿を見るたびに

頭の下がる思いをしています。どうぞお大事にと祈らずにはいられません。 

 ぶどうのいえ便り No.62をお届け致します。どうぞ皆様お体をお大切になさいますように。 

 編集担当:金井、西田、堀内 

 

今年も秋のバザーを開催します。是非、お立ち寄り下さい。 

  日時： 2012年 10月 21日(日)  11: 30〜14: 30   

 

・献品のお願い 

日用品、衣料品（新品で子どものもの、および男性用）、食料品（賞味期限内のもの）、 

装飾品、手芸品、美術品、靴、バッグ、食器（新品）、書籍 

（なお、家電製品、和服、布団類はお受けできませんので、ご了承下さい） 

受付期間：9月 1日から 9月 30日まで 

送り先：ぶどうのいえ事務局（バザー用品と明記して下さい） 

 

   バザーのお知らせ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全国滞在者施設のネットワーク会議 

9月 29日(土) 

   会場：日本医科大学橘桜会館 

   今回は認定NPO法人ファミリーハウスとぶどうのいえの共催です。 

   ぶどうのいえだより次号に報告記事を載せる予定です。 

 

 

 

         

 

   

 

ぶどうのいえだより  2012 年8月 

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 

編集後記 

 

尾松純子 語りの世界 

 日にち  2012年 11月 24日(土)      

 場 所  東京聖テモテ教会 礼拝堂     

 ＊詳細は ぶどうのいえ イベント事務局 鵜飼良機までお問い合わせ下さい。 

         電話：03-3260-2734   

 

 

 

これからの予定 

 

第 13回 JHHH全国ネットワーク会議 

これからの予定 

 


