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本日は、ご多忙の中、ぶどうのいえ2012年度（第

13期）運営総会にご出席下さりありがとうございま

す。

１年間、大過なく運営が出来ましたのも、運営会員

の皆さま、ご寄付で支えて下さる方々、各曜日や掃

除に関わって下さるボランティアの方々

のお蔭であることに改めて感謝申し上

げます。

東日本大震災が起こってから丁度2年

が経過しました。徐々に復興していると

報道では、見られますが、傷跡はまだま

だ無くならず、亡くなった人や行方不明

の多くの方々を思うと、胸が締め付けら

れる思いがします。我々は今回の災害

を糧にしなければと考える次第です。ぶ

どうのいえも災害に備えて、水、食料品、

簡易トイレなどを揃えています。

光陰矢のごとしとは、良く言ったもので、

1年が瞬く間に過ぎて行きます。ぶどう

のいえにとって、2012年の最大のイベントは9月29日

に、ぶどうのいえとファミリーハウスの共催で第13回

JHHH（Japan Hospital Hospitality House）のネットワ

ーク会議を行ったことです。ぶどうのいえ理事で日本

医科大学小児科の前田美穂先生のご協力で同窓

会館（橘桜会館）をお借りして行いました。

前年に引き続き東京での開催でしたので、出席者

の数を心配していましたが北は北海道から南は沖縄

まで、約20団体、90名以上の方々のご出席を戴きま

した。ぶどうのいえからは、「ぶどうのいえ17年の歩

み」のお話しをしました。昼休みには日頃、ぶどうの

いえの手芸班が丹精を込めて作成して下さった手芸

品の販売は、好評でありました。午後は、「ハウスの

利用者さんから見たホスピタリティを考える」というテ

ーマで分科会の形で話し合いました。また、夜は懇

親会でハウス同士の交流で、盛り上がりました。会議

に先立ち、ぶどうのいえの見学会、翌日にドナルド・

マクドナルドハウス東大の見学会も行いました。全国

のハウスの方々とお会いできたことは、ぶ

どうのいえにとって大きな励みになりまし

た。この会議のまとめとして、例年通り、報

告書が出来上がりました。さらに、今回の

成果と言えると思いますが、宣伝用のパン

フレットが作成されました。これは分科会

での発言内容をもとにして、分かり易いイ

ラストや写真入りのパンフレットをつくろうと、

ファミリーハウスが中心となって考えたもの

です。まだ、世間的には知名度の低い活

動ですから、皆さんも、宣伝に使っていた

だけたらと、思います。

さて、ぶどうのいえは、１７年も経過する

と、建物や設備も老朽化し使いかっても

悪くなりましたが、前年のバリアフリーのトイレ改修に

引き続き、開設時に談話室、その後利用者の要望で、

和室として使用していた203号室を、シャワールーム

と洗面台を備えたバリアフリーの洋室に改修すること

が出来ました。前年度に引き続きオラクル基金から

助成して戴きました。改めて感謝申し上げます。日

頃の多くの個人の方々、聖アンデレ教会をはじめ東

京教区の諸教会、立教、立教女学院、香蘭女学校

をはじめとする諸学校や日立製作所を中心とした日

立グループのご支援に感謝申し上げます。

2012 年度の運営につきましては、後ほど各担当か

ら説明がありますが、部屋の利用率は、一昨年の

63.0％から昨年は 46.2％に低下しました。当ハウス
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は、東大病院の方のご利用が 50%と一番多いので

すが、一昨年にマクドナルド・ハウス東大が開設さ

れたので、影響が出ているものと思われます。また、

予算で2,956,000円の赤字を覚悟していましたが、

決算の収支は3,112,000円の大幅な赤字となりまし

た。予想通りであるといえば、聞こえは良いのです

が、来年も200万円以上の赤字が続きますと、基金

の取り崩しをしなければなりません。さらに「アリスの

部屋」を閉じる際、山崎さんから引継ぎました経済

的に困っている方にご利用戴いた「I基金」も残り少

なくなり、後、僅かで底をつきます。大家さんの聖テ

モテ教会から家賃を10%削減して戴くことになりまし

たが、引き続き削減をお願いしなければならないと

考えています。さらに、利用病院も東大病院から他

の病院へ利用者の開拓をしなければと考えていま

す。

暗いお話をしましたが、嬉しいお知らせもあります。

京都の聖ヨハネ教会が新たに滞在施設を開設した

いという考えをもっておられ、名称に「〇〇ぶどうの

いえ」または「ぶどのいえ〇〇」をつけたいと申出が

ありました。もちろん、喜んでウエルカムであるという

お返事をしました。

また、こちらのぶどうのいえも20周年に向けて記念

誌発行をはじめいろいろなイベントを考えていかな

ければと考えています。今後、運営会員（運営委

員）として、皆様にいろいろとご協力をお願いしなけ

ればなりません。その節は、よろしくお願いします。

現在は、国税庁の認定をうけておりますが、2014

年5月が期限となります。今年は、4回目の「認定」に

向けて再申請をおこなう予定にしています。こちら

の方は、事務局長さんに頑張って戴くことになって

います。

今年も皆様から今まで以上のご支援を戴き、厳し

い環境を乗越えて行きたいと考えています。 何卒、

よろしくお願いします。

                (ぶどうのいえ理事長)

ぶどうのいえ 第12回運営会員通常総会

１．召集年月日 2013 年 2 月 17 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 2012 年 3 月 17 日 午後 3 時

１．社員総数 69 名

1. 出席した社員数 50 名

     内訳  本人出席   14 名   

         委任状出席 36 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。

2012年度（第 13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 2012年 1月 1日～12月 31日

2013年 5月 ぶどうのいえだより

庭の花
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〈利用病院状況〉

   東京大学付属病院         71 名          榊原記念病院               2

   日本医科大学病院         16            八重洲クリニック     3

   国立がんセンター          7             帝京大学病院         1

   順天堂大学病院           9             杏雲堂病院        1

   東京女子医大東医療センター   66             癌研有明病院        1

   東京慈恵会医科大学病院        3      都立小児総合医療センター    1

   東京医科歯科大学病院         4             千葉がんセンター       1 

   慶応大学病院           16       マリアクリニック        1

      横浜市立大学病院      1             日本歯科大学病院      1

   都立駒込病院         3             NTT 関東病院          5

                                                                 計 213 名

2013 年 5 月 ぶどうのいえだより

［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 ３４３４人 の方が利用された。

利用者は前年より １２６７人減。

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 25 21 21 20 16 24 31 41 21 25 22 20 287

 利用家族数 20 16 17 14 14 23 28 29 11 19 15 16 222

 利用者数　大人 26 26 24 26 18 33 38 45 20 33 23 24 336

　　　　　　　子ども 11 13 16 7 8 2 16 24 6 5 6 12 126

　　　　　　　合計 37 39 40 33 26 35 54 69 26 38 29 36 462

 利用者延人数 305 257 250 165 160 197 288 481 356 344 276 355 3434

 利用述べ日数 160 150 143 96 88 105 146 249 198 193 155 180 1863

 部屋の利用率％ 46.9% 47.0% 41.9% 29.1% 25.8% 31.8% 42.8% 73.0% 60.0% 56.6% 47.0% 52.8% 46.2%

 ボランティア延人数 68 72 71 81 85 87 93 87 99 81 78 70 972

年間延べ利用者推移（人）
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〈ボランティア業務状況〉   

・登録ボランティア数  40 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 972 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）ケーキグループ   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 13:00〜17:00

偶数月 火・木・土 13:00〜17:00

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 夜間  21:00〜翌日 10:00 管理人室にて

・内 容   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 70回   2 月  4 日（土） 14:00〜6:00   出席 7名  欠席委任状 4名

    臨時      3 月 18日（日） 15:00〜16:00       9             2

    第 71 回   6 月 17日（日）  15:00〜17:00      5             6

    第 72 回   7 月 28日（土） 13:00〜15:00       7             4

    臨時運営総会 10月 6日（土） 13:00〜13:30       8               3

    第 73 回     10 月  6 日（土） 13:00〜15:00   8             3

    第 74 回     11 月 27日（日） 15:00〜17:00   7            4

〈常任理事会〉理事長 副理事長（2名） 事務局長

1 月 18 日(水） 16:00〜17:30 3 月 14 日 （水） 15:40〜16:30 

6 月  6 日(水)  15:00〜17:00 7 月 18 日 （水） 15:00〜17:35

10 月   3 日(水) 17:15〜17:30        10 月 24 日 （水） 15:00〜17:00

11 月  7 日(水） 15:00〜17:00

〔II〕 広報活動に関する事業

〈施設訪問〉

・マクドナルド・ハウス東大見学 9月 30日（日）理事、ボランティア

・ 日立製作所へ挨拶 本社   11 月 1 日 （木）理事長、副理事長 2名、事務局長

2013年 5月 ぶどうのいえだより
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〈チャリティー事業〉外部の支援者による開催

・ バザー 東京聖テモテ教会内外の有志

日時：2012 年  4 月 29日（祝）13:00〜14:30

    2012 年 10 月 21日（日）11:30〜14:30

場所：聖テモテ教会・ホール・庭、ぶどうのいえ

・ チャリティー・コンサート   

出演：堀江真理子氏

日時：2012 年 7 月 20 日（金）

場所：東京聖アンデレ教会

参加人数：約 170名

・ 語りの世界

出演：尾松純子氏・松野敦子氏 (ギター・フルート演奏：橋本保憲・弥寿子ご夫妻)  

日時：2012 年 11 月 24 日（土）昼の部、夜の部

場所：東京聖テモテ教会

参加人数：昼の部 約 140 名、夜の部 約 70名  

〈啓蒙活動〉

・ ぶどうのいえだより

   2 月、5月、11 月 発行

・ ぶどうのいえ来訪者

   1 月 16 日 佐藤公子氏：立教チャペル

   3 月 14 日 内山美由紀氏：見学、ボランティア希望

   3 月 19 日   軽部晴美氏：見学、ボランティア希望

   4 月 5 日 向井利之氏：挨拶、見学。マクドナルド・ハウス東大

   4 月 7 日   森崎智恵美氏:見学、ボランティア希望

   4 月 10 日 水落紀世子氏：見学、ボランティア希望

   4 月 12 日 熊田元子氏：見学、ボランティア希望

   5 月 28 日 野村昌玄氏：取材、読売新聞記者

  5 月 29 日 吉羽真治氏：話合い、弁護士

  6 月 22 日 石垣弘三氏：4年前の滞在者

     7 月  9 日 香蘭女学校校友会 保坂久代氏、脇村茉莉子氏、高橋恵子氏、

         吉田晃子氏、永井加代子氏、鈴木友子氏、宮崎光代氏：見学

  7 月 28 日 木田節子氏：15年前の滞在者

  8 月 10日 文京区社会福祉協議会 浦田愛氏：見学

    8 月 14 日 文京区社会福祉協議会 浦田愛氏:打合せ

  9 月 24 日 ファミリーハウス 小山氏、小野氏：JHHH 会議の打合せ

    9 月 29 日 JHHH 会議参加者 50 名：見学

11 月 24 日   国際ソロプチミスト東京—弥生 高橋千枝子氏 高橋公太氏

     11 月 25 日   諸聖徒教会宮崎氏夫妻

  12 月  3 日 鐘ヶ江美登里氏：元寮生、見学

     12 月 5日 立教女学院 藤の会 武田氏、もりなが氏、おぎの氏：見学

       ひとひらの会 稲村雅子氏：見学

            12 月 7日 立教中学・高等学校父兄 西原氏、藤川理英氏、金輪裕子氏、内

             藤美弥氏、大倉祐美氏：見学

       12 月 10 日 国際ソロプチミスト東京-弥生 松本美織氏、津田厚子氏、高橋千

             枝子氏、酒井由美子氏：見学   神田キリスト教会 4名：見学

       12 月 5日 大久保美子氏：元の滞在者

       12 月 20 日 文京区社会福祉協議会 平石進氏、土屋瞳氏

2013年 5月 ぶどうのいえだより
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〔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

〈ボランティア打合会〉

   毎月 1回 （8月は除く）   がじゅまるの家

〈研修会〉

１）ネットワーク会議 第１回検討委員会

日時：2012 年 5月 24 日（木）

場所：ファミリーハウス事務局

参加：理事長、理事、ボランティア

    ２）AED 講習会 （セコム本部より 2名）

      日時：2012 年 7 月 29 日（日）13:00〜1４:00

     場所：ぶどうのいえ 玄関ホール

      参加：理事長 ボランティア、教会

３）ネットワーク会議 第２回検討委員会

日時：2012 年 8月 25 日（土）

場所：聖テモテ教会図書室

参加：理事長、理事、ボランティア

４）第 13回 JHHH 全国ネットワーク会議

日時：2012 年 9 月 29 日（土）

共催：ぶどうのいえ、ファミリーハウス

場所：日本医科大学同窓会「橘桜会館」

参加：理事長、理事、監事、ボランティア 計 18 名

５）『小児がんを経験した私だからできることを』

   小児患者への心理的支援の必要性

  主催：ふしぎなポケット（東京医科歯科大学病院ボランティア）

日時：2012 年 10 月 13 日（土）13:30〜15:00

           場所：医科歯科大学 3号館

参加：副理事長

     

    ６）ネットワーク会議 第 3回検討委員会

      日時：2012 年 11 月 10 日（土）13:30〜15:00

             場所：ファミリーハウス事務局

      参加：理事、ボランティア 2名      

  

庭の花・椿

2013年 5月 ぶどうのいえだより



7

2013年 5月 ぶどうのいえだより

貸 借 対 照 表
2012 年 12月 31 日

単位：円

【資産の部】

1.流動資産

  現 金           277,284

  郵便為替         2,509,938

  郵便貯金           723,031

  普通預金           2,064,702

  定期預金           30,102,114

  立 替 金            7,717

流動資産計 35,684,786

2.固定資産

  備  品            4,261,531

  減価償却累計額 1,963,029

固定資産計 2,298,502

資産の部合計 37,983,288

【負債の部】

1.流動負債

  預り金

流動負債計 125,060

負債の部合計 125,060

【正味財産の部】

1.基金 10,000,000

2.岩井久雄運営基金 20,000,000

3.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

4.剰余金

  期首繰越剰余金 4,970,290

  当期増減額 -3,112,062

剰余金計 1,858,228

正味財産の部合計 37,858,228

負債及び正味財産の部合計 37,983,288
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収支計算書 2012.1.1～2012.12.31 単位：円

科目 予算 決算

収入の部

事業収入

滞在費 4,000,000 3,567,300

施設利用料 120,000 135,530

その他

事業収入合計 4,120,000 3,702,830

寄付金及び運営会費

受入寄付金（法人） 2,500,000 2,250,000

受入寄付金 5,000,000 5,204,728

受入寄付金（チャリティ） 300,000 319,700

受入支援金 300,000 1,000,000

小計 (8,100,000) (8,774,428)

運営会費 100,000 102,000

寄付金及び運営会費合計 8,200,000 8,876,428

その他の収入

雑収入 10,000 20,108

受取利息 10,000 12,122

その他

その他の収入合計 20,000 32,230

収入の部合計 12,340,000 12,611,488

支出の部

給料手当 2,150,000 2,178,420

報酬 300,000 266,664

奉仕員活動費 600,000 498,280

広報費 300,000 291,938

渉外費 50,000 22,320

交通費 280,000 247,060

通信費 500,000 628,518

賃借料 5,796,000 5,796,000

保険料 60,000 56,440

保守修繕費 200,000 1,157,360

水道光熱費 2,600,000 2,769,329

公租公課 70,000 72,222

会議費 20,000 13,652

研究学習費 200,000 128,200

手数料 40,000 46,435

事務消耗品費 250,000 284,415

設備用品費 400,000 441,296

清掃費 400,000 234,701

クリーニング代 350,000 265,869

慶弔費 20,000 51,500

減価償却費 190,000 272,431

雑費 20,000 500

経費合計 14,796,000 15,723,550

予備費 500,000 0

支出の部合計 15,296,000 15,723,550

当期収支差額（当期正味財産増加額） △ 2,956,000 △ 3,112,062
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２０１３年度（第１４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 2013 年 1月 1 日から 2013 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機関誌の発行、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。

２ 事業の実施に関する事項

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 （前年度）

管理運営に 通常の滞在施設

運営事業

通年 ぶどうのいえ ボランティア 慢性疾患児

関する事業 施設内 および専従者 とその家族 13,419

(定款 5 条の①) ４0 名 ( 13,484 )

広報活動に 季刊紙発行― 通年 全国発送 10 名 賛同者の獲得強化

関する事業 チャリティー事業 ぶどうのいえ近隣 にも資する 980

(定款 5 条の②) 企業・病院訪問 施設等 (スタツフ) ( 1,002 )

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 守口市

守口ぶどうのいえ 10 名

守口ぶどうのいえ

スタッフ 110

(定款 5 条の③)

沖縄がじゅまるの家

運営相談

沖縄県

がじゅまるの家

NPO 法人子ども医療

支援わらびの会

ぶどうのいえ (スタツフ) がじゅまるの家 ( 110 )

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 学習研究費

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) ( 200 )

合計 14,809

                                                                                         

2013 年 5 月 ぶどうのいえだより
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     支援イベント

    尾松純子 語りの世界

『水車のある教会』（O・ヘンリー作にもとづく）

『金の水さし』   （スペインの昔話）

『リーゼルの木』  (ファージョン作より）松野敦子

  ♪♪ギター＆フルート演奏：橋本保憲･弥寿子♪♪

  日時： 2012年 11月 24日（土）

  昼の部 午後 2時開演

夕の部 午後 17時 30分開演

  会場： 東京聖テモテ教会

来場者は昼の部 140名、夕の部 70名でした。

2013年 5月 ぶどうのいえだより

2012年予算
2012年1-12月

実績
2013年予算 科　目 2012年予算

2012年1-12月

実績
2013年予算

事 滞在費収入 4,000,000 3,567,300 3,800,000 給料手当 2,150,000 2,178,420 2,150,000

業 施設利用料受入 120,000 135,530 130,000 報酬 300,000 266,664 300,000

収 その他 奉仕員活動費 600,000 498,280 500,000

入 広報費 300,000 291,938 330,000

事業収入計 A 4,120,000 3,702,830 3,930,000 渉外費 50,000 22,320 50,000

15,296,000 15,723,550 15,309,000 交通費 280,000 247,060 350,000

500,000 0 500,000 通信費 500,000 628,518 600,000

△ 11,176,000 △ 12,020,720 △ 11,379,000 賃借料 5,796,000 5,796,000 5,292,000

運営会費 100,000 102,000 100,000 保険料 60,000 56,440 60,000

受入寄附金(法人) 2,500,000 2,250,000 3,250,000 保守修繕費 200,000 1,157,360 250,000

受入寄附金 5,000,000 5,204,728 5,000,000 水道光熱費 2,600,000 2,769,329 2,900,000

受入寄附金 (チャリティ） 300,000 319,700 60,000 公租公課 70,000 72,222 72,000

受入支援金 300,000 1,000,000 300,000 会議費 20,000 13,652 15,000

　小　計 8,200,000 8,876,428 8,710,000 研究学習費 200,000 128,200 200,000

そ 受入補助金 手数料 40,000 46,435 50,000

の 雑　収　入 10,000 20,108 10,000 事務消耗品費 250,000 284,415 300,000

他 受取利息 10,000 12,122 10,000 設備用品費 400,000 441,296 500,000

収 清掃費 400,000 234,701 250,000

入 クリーニング代 350,000 265,869 300,000

　小　計 20,000 32,230 20,000 慶弔費 20,000 51,500 20,000

他 減価償却費 190,000 272,431 300,000

支 雑　費 20,000 500 20,000

出 　小　計 0 0 0 雑損失

計 14,796,000 15,723,550 14,809,000

△ 2,956,000 △ 3,112,062 △ 2,649,000 予備費 500,000 0 500,000

(計 ) 15,296,000 15,723,550 15,309,000

認定NPO法人ぶどうのいえ　２０１３年予算

収 支 予 算 経　費　明　細

科　　　目

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

報告.1
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    春のミニバザー

2013年 4月 29日（祝） 午前 11時半～午後 2時

場所 東京聖テモテ教会野外場

風薫る気持ちの良いお天気の中、ミニバザーを行いました。

ちょうど根津神社のつつじ祭りと重なって、大勢の方に来て

いただき盛会のうちに終了できました。

皆さまからの献品に心から感謝いたします。ありがとうございました。

≪ボランティアの手作り用品≫

お弁当袋      さいふ     ペットボトル袋    壁飾り エプロン

  1995 年 11 月 5 日に「ぶどうのいえ」（発足当時、「聖テモテ愛の家」）は、東京聖テモテ教会の

旧女子寮を改修して文京区弥生 1 丁目に産声をあげた。当時の理事長大畑喜道師が落語家の古

今亭圓菊師匠と関わりがあることから、ひと肌脱いでぶどうのいえを支援することを大畑師経由で申

し出て下さった。その結果、チャリティ落語会「ぶどう寄席」を翌年 3 月に一門の方々と開いて下さり、

ぶどうのいえを元気づけて下さったのが、つい昨日のようである。

教会のホールに舞台を作り、入口にはのぼりを立て、寄席の出囃子を流し雰囲気作りをした。

圓菊師匠は、うなぎが大好物で、毎年お食事にお出ししたうな重の楽しみに、また、お弟子さんの

発表の場として「ぶどう寄席」を 2007 年まで 12 回開催して下さった。毎回、ホールにあふれるほど

の 200 名以上の方々がご来場下さり、楽しみながらのご支援を賜った。

2008 年春、たまたま出掛けた伊豆の温泉旅館で、圓菊師匠の落語を聞く機会に恵まれたが、そ

の直後にお身体の具合が悪いことを伺った。想えば小生に取って、あれが師匠の落語を聴く最後

となった。

  昨年 10 月、逝去され、お通夜に参列させて戴き、「ぶどう寄席」を通してぶどうのいえをご支援

下さった師匠のお写真に感謝の気持ちを申し上げた。

                                       ぶどうのいえ理事長 堀内 昭

              

2013年 5月 ぶどうのいえだより

報告.2

圓菊師匠、長い間有難うございました！
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ぶどうのいえを紹介

１． 2月 17日 東京聖テモテ教会の信徒さんに向けて、お話しをしました。

  ぶどうのいえは教会の敷地内にあり、いつも支援して下さっています。でも平日の活動ですか

ら活動内容が見えにくいとのことで、機会を作って下さったので、あらためて最近の状況など

を説明し、さらなるご理解を求めました。

２． 3月 2日 アズビルみつばち倶楽部から 5名の方が、ぶどうの

いえを訪問されました。講演と見学を、とのご希望でした。

理事長が歴史と活動経緯などをスライドで紹介し、ボランティア

が現場のお話しをしました。

  見学後にお茶を飲みながら、歓談しました。企業の若い方々が関

心を寄せて下さるのは嬉しいことでした。

★ 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）

西村泰一 堀内弘之 弥生一丁目町会 堀洋三 大西健之・六生 大畑喜道 佐藤雅雄 聖アンデレ

教会 多田美智子 小野寺利津子 目白聖公会 東京聖十字教会 高橋知義 永田文明 藤木和男

渡辺誠 川口美香 アズビル㈱みつばち倶楽部 鐘ヶ江美登里 立教女学院藤の会 池袋立教中学

校・高等学校ボランティアグループ 浅川海子 草野宣子 堀内昭・紀子 神田キリスト教会婦人会

国際ソロプチミスト東京-弥生 早川和子 満井美子 金井務・玲子 松原真 堀内昭 ひよこ教室

荒川雄行・こずゑ･温子 松代静江 藤木祥子 田中喜代子 吉田昭子 内山美由紀 梅田晶子 ぶ

どうのいえイベント事務局 浜野淳子 樋口扶美子 テモテ教会ケーキ班 富岡房江 山添英子

今野絵美 田中芳子 両角一恵 長尾秀次郎 山本敏子 松田道子 渡辺眞理子 保坂久代 加藤

誠 堀秀子 堀直史 山田庸夫 佐藤一男 樽味久美 兼崎はる美 中川直美 櫛田桃代 木島智

子 宮川裕子 門野政子 門野倬也 土屋賢一・しのぶ 田中応佳 桑田芳郎 桑田満喜子 村山せ

い子 ひろせ動物病院広瀬稔・広瀬昌子 川合敏雄 福地桂之助 藤田満智子 水之江不二子 本井

純子 北村アイリーン 宮永勝 柳田幸子 田村浩一 吉井恭子 菊地純子 藤野破摩雄 石田寿

満・きよみ 匿名 中川喜代 磯部雄彦 中村恭子 中川李枝子 松井和男・弘子 永井多美子 本

間春枝 匿名 浄土宗定泉寺 田中宏 内藤初枝 田中悠子 宮野紀栄子 古川佳子 佐室有志

門脇富美子 小口淳子 加藤君子・雄太 田沼香須子 片岡大造 レーマン幸子 内田昹子 矢崎美

昭 辻善章・育美 木村美樹枝 大滝豊 遠藤順子 青鹿博明 林貴雄・昌子 中島和子 匿名 青

井雅美 神戸聖ミカエル教会 清家絢子 高橋正雄 西村亮平・翠 東海林晴子 東海林和恵 埼玉

章子 岡田良二 吉岡容子 吉田あこ 藤井野百合 匿名 井上俊一 医）和童会西野こどもクリニ

ック 小楠壽典 及川陽 久須美康徳 阿部基裕・順子 五十嵐紗那子 匿名 賀来秀文 小川龍

高橋和恵 本岡恵美 岡村ゆき子 渡辺洋子 中杉商事㈱ 花房正義 清水浩 奥野英子 鈴木茂

匿名 地引伸子 大庭一己 新木恒彦 篠原茂信 赤坂康子 樋口里子 織田恵子 新田敦子 寺

井姯 匿名 小野三枝子 畑井正春 永井陽子 柳沢昌子 小笠原陽子 与良啓子 竹内朋子 長

谷川康一 杁山さち 恩田正雄 水口刀美子 赤松元子 福島製作所 鈴木洋二 匿名 匿名 大

西礼子 南谷猷子 高橋淳子 匿名 加古欣一郎 匿名 倉田静江 齋藤温子 石渡康弘 林秀雄

2013年 5月 ぶどうのいえだより
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堀内美砂 上床道子 清水玲子 上松惠子 吉田弘子 志木聖母教会婦人会 島田敏代 遠藤恵子

北川松子 富山佳子 山野上素充・由紀子 山崎健 古谷野亘 吉田育子 林由利 佐久間達也・ま

り子 明治学院高等学校 高橋昭 佐々木繁子 山口学 鈴木公子 堀恵一 大塚美悠紀 香蘭女

学院校友会保坂久代 広畑真弥子 池田史郎 奥山維子 高原富美子 渋谷聖ミカエル教会姉妹会

松野敦子 鈴木俊雄 加藤幸彦・和子 柴和子 高木みどり 鳥海千里 三上百合子 志村弘子 糸

井史博 赤塚朱美 鶴野正子 小野翠 徳岡元子 澤砥正美 内藤智雄 稲葉静代 外山博子 菊

地泰次 鈴木勇二・洋子 芳賀恩基 近藤義順 聖ヨゼフ宣教修道女会吉田有子 小杉みどり 宮川

ユリ子 戸村祐宇子 佐々木郁朗・慶子 「ちいさいおうち」酒井三貴子 高橋遠 山形医院山形寿

太郎 百井幸子 聖パウロ教会 塩田純子 折井利彦 田中宏徂 西平心華子 土井基子 菊地悦

子 五十嵐洋子 暁星小学校シャミナード会 寒河江史子 戸塚泰子 大滝留理子 林昭子 平井

桃子 大畑あさ 大場誠 匿名 松角恭子 秋田聖救主教会聖使幼稚園 遠藤てる 高見澤邦郎

匿名 新生礼拝堂 立教小学校 匿名 宍道多麻子 滝川輝子 橋元祐之 磯貝敏幸 小田原聖十

字教会日曜学校花園幼稚園 兼子佐与子 小林信秋 ㈱日立国際電気 ㈱日立アイシーシー 日立

インターメディックス㈱ ㈱日立物流 ㈱日立プラントテクノロジー ㈱日立ハイテクノロジー

日立金属㈱ 日立建機㈱ ㈱日立ライフ ㈱日立ソリューションズ ㈱日立ビルシステム 聖オル

バン教会 飯塚俊一 飯塚淳三 椎橋俊之 椎橋照子 豊英エンジニアリング㈱ 西川豊旦 岩田

房子 高城栄子 山崎慶子 佐藤武雄 ㈱日立製作所 日立キャピタル㈱ ㈱日立システム ズ

岸まち子 小林友江 多田昭次 岡田順子 山下浩子 日本聖公会札幌キリスト教会 大春明子

張替亜樹 尾崎雅 清泉女子大学英文研究室 松戸聖パウロ教会 内ヶ崎儀一郎・昌子 林美奈子

倉辻明男 目白聖公会イクスディア 親切会関東支部高田佳昭 漆山愛子 田澤きよみ 英久子

幼きイエス会ノエルの会 大西健之・六生 宮崎なを 荒木悦子 大隈廣 岡野峻 櫨山真知子 西

田恵子 藤井肇 田伏みどり 北原和夫 高橋顕子 神谷まり 寺村佳江 森本晴生 大島とも子

学校法人立教女学院

                       （2012・11・１～2013・3・31）

★ ありがとうございました

★ 村田豊様 洗剤たくさん

★ 奥野貢様 りんご

★ 高橋公太・千恵子様 米

★ 早船寛人様 缶詰・レトルト食品・米

★ 鈴木浩二様 りんご

★ 桑名恵美子様 お菓子の家

★ ひとひらの会様 タペストリー

★ 立教中学校高等学校ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ様 クリスマス袋・リース・飾り

★ 日立アプライアンス㈱様 カレンダー

★ 宮島茂子様 りんご

★ 国際ソロプチミスト東京-弥生様 お菓子

ぶどうのいえだより2013年 5月
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★ 神田キリスト教会婦人会様 パッチワーク

★ 森谷篤志･拓夫様 ハンドタオル・折り紙・クレヨン他

★ 与良啓子様 文具・梅干

★ 関澄子様 りんご

★ 昭和建設株式会社様 カレンダー

★ 日立アーバンインベストメント様 クリスマスケーキ・りんご

★ 米本芳子様 ゆず

★ 東海林みどり様 封筒・シャンプー・リンス

★ 文京区社会福祉協議会様 米・缶パン

★ 南部香織様 ワカメ

★ 岩﨑明美様 米・酒・餅他

★ 及川章様 米・タオル・ハンカチ・チョコ

★ 安藤厚子様 舞茸 3箱

★ 鈴木浩二様 みかん

★ ナチュラルヘアー様 タオル 1箱

★ 鈴木康恵様 手編みタワシ

★ 高瀬和子様 米

★ 鈴木浩二様 ポンカン

★ 花王株式会社･社会貢献部様 洗剤・メリーズ他

★ 三浦俊栄様 文具

★ 漆山愛子様 布袋

★ 藤木悠子様 本

★ アズビルみつばち倶楽部様 タオル・洗剤・食品他

★ 宮崎なを様 切手付絵葉書

★ 櫨山真知子様 ワカメ

★ 藤井肇･わかば様 米

★ 匿名 2名 石鹸・封筒・便箋    

（2012･11･１～2013･3･31）
   後記

ぶどうのいえ玄関手前のぶどう棚に葉が茂っています。

気温が上がってきました。そろそろ夏の暑さ対策を、と考えています。

たより 64 号をお読み下さり、最近の活動に関心を寄せて下されば幸いです。

ぶどうのいえだより2013 年 5 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
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