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本日は、お忙しいところ、ぶどうのいえ

2013 年度（第 14 期）運営総会にご出席下

さり有難うございます。1 年間、3500 人（平

均利用率 49.4％）の方々にご利用いただき、

大過なく運営できましたことを先

ずご報告いたします。これも一重に

運営会員の皆さま、ご寄付によって

ぶどうのいえの運営を支えて下さ

る方々、各曜日やお掃除に関わって

下さるボランティアの方々のお蔭

であることを感謝申し上げます。

この 1 年はぶどうのいえにとっ

て、多くのことがありました。一つ

は、開設当初より、本施設を支えて

下さった、元後援会長 金井務氏が

突然逝去されたことです。

早や、1 年になろうとしています。

金井さんは、日立製作所をはじめそ

のグループに支援を呼びかけて下

さいました。また、運営に関しても NPO
法人、さらに認定 NPO 法人格を取得する

ようにとご支援下さり、物資・運営両面か

らご援助下さいました。

将来のぶどうのいえの計画に関してもご

助言を戴こうと考えていた矢先、誠に残念

です。今後は、天国からぶどうのいえを見

守って戴けるものと信じています。

ところで今年の 5 月 31 日までは、国税

庁から認定 NPO 法人の「認定」を戴いて

いますが、認定機関が国税庁から東京都へ

変更になったため、東京都へ「認定」の称

号を申請しました。この「認定」が許可さ

れないとご寄付される方々への免税措置

が無くなります。そのため申請に対して余

裕をもって昨秋、申請致しました。

国税庁への申請に較べて、雇用している

方々に対する配慮が十分なされ

ているかどうか等のご指導も加

わり、一時は書類の受理が遅れる

のではないかと、心配しました。

事務局長の渡邉誠氏が労働基準

局や都庁に何度も足を運び、東京

都のご指導を仰いだ結果、今年の

1 月 24 日付で平成 31 年 1 月 23
日まで、5 年間の「認定」の許可

を戴くことが出来ました。

会計面では、後ほど担当者から

報告がありますが、2013 年度は

2,649,000 円の赤字を計上してい

て、ここ数年は、200 万円以上の

赤字続きでしたから、そのためそ

の赤字は岩井久雄運営基金を取り崩して、

充当することを覚悟していました。しかし

決算では 33,779 円という最少額の赤字に

収まりました。これは個人と法人のご寄付

が予算額よりも多かったことに依ります。

ご寄付下さった多くの個人の方々や日立

製作所をはじめそのグループの企業等に

対し、改めて御礼申し上げます。

主な出来事としては、11 月 2、3 両日に

沖縄の「がじゅまるの家」とファミリーハ

ウス共催の第 14 回 JHHH (Japan 
Hospital Hospitality House)のネットワー

ク会議が沖縄県立子ども病院で開催され
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ました。昨年、我々が共催した会議では沖

縄から大勢の方々がご出席下さいました

ので、我々の方も 5名が参加しました。ぶ

どうのいえが開設当時は、沖縄にこのよう

な立派な施設がありませんでした。そのた

め、難病のお子さんを抱えた親御さんは東

京の病院まで来られ、我々の施設をご利用

頂きましたが、……今では医療も充実し、

立派な滞在施設も出来、東京や大阪から沖

縄へ行く時代になった訳です。大変喜ばし

いことです。

12月には、恒例のぶどうのいえ支援チャ

リティ第 4回「尾松純子の語りの世界」が

開催され、イベント事務局長の鵜飼良機氏

からぶどうのいえの宣伝をして戴いた効

果が個人寄付に反映されました。今年は、

9 月 7 日に「堀江真理子さんを中心にした

チャリティコンサート」、さらに 12 月 13
日には昨年に引き続き「尾松純子の語りの

世界」を予定しています。是非、お出かけ

下さい。

滞在施設も 18 年経過しました。各室のド

アもべニア板がまくれてきましたので、廊

下におられる方にぶつからない様、安全性

も考え 6室をドアから引戸にしました。様

子を見ながら残りの部屋も暫時改修を計

画しています。         

5 月から管理人が交代しましたので、203
号室のシャワーが好評ですので、同じよう

なシャワーを管理人室にも設置しました。

来年、11月には 20周年を迎えますので、

建物の老朽化した箇所をさらに少しづつ

改修しなければと考えています。

最後になりましたが、大変嬉しいお話を

させて戴きます。昨日のことですが、京都

の聖ヨハネ教会に 3室プラス 1室の「京都

ぶどうのいえ」が我々の仲間として誕生し

ました。運営上のノウハウなどで協力でき

ることは多いと思います。「ぶどうのいえ

だより」などで順次お伝えして行きます。

今年も皆様から今まで以上のご支援を

戴き、20周年に向けて頑張って行きたいと

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 堀内 昭）

     ぶどうのいえ 第 11 回運営会員通常総会

１．召集年月日   2014年 2月 16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    2014年 3月 16日 午後 4時

１．社員総数 68名

１．出席した社員数 42名

     内訳  本人出席 14名

         委任状出席 28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。

2014年 5月 ぶどうのいえだより
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2014年 5月                              ぶどうのいえだより

2013 年度 (第 14 期) 事 業 報 告 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～2013 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 ３,４９６人 の方が利用された。

利用者は前年より ６２人増。

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 16 24 34 22 17 16 24 39 33 32 26 26 309

利用家族数 11 19 29 18 12 11 21 32 29 22 20 20 244

利用者数 大人 25 27 43 29 20 17 34 44 36 37 30 32 374

       子ども 7 10 12 7 3 3 18 21 14 16 13 16 140

       合計 32 37 55 36 23 20 52 65 50 53 43 48 514

利用者延人数 212 279 390 267 297 214 336 488 277 260 241 235 3496

利用述べ日数 121 140 207 147 151 127 161 253 173 181 170 153 1984

部屋の利用率％ 35.5% 45.5% 60.7% 44.5% 44.3% 38.5% 47.2% 74.2% 52.4% 53.1% 51.5% 44.9% 49.4%

ボランティア延人数 67 59 77 85 84 79 74 82 82 78 87 79 933 
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<利用病院状況〉

東京女子医大東医療センター 72 名      都立広尾病院               3 名

  東京大学付属病院        64         永田小耳症形成クリニック    3      

日本医科大学病院      29      小石川東京センター       3

慶応大学病院        20    自治医科大学病院              2

  順天堂大学病院        8         八重洲クリニック              2

  東京医科歯科大学病院    7   国立精神神経医療センター      2

  国立がんセンター          6         千葉リハビリセンター          1

都立大塚病院           5    玉田クリニック                1

京慈恵会医科大学病院        4       シェーンクリニック            1

都立駒込病院                 4         横浜市立病院                  1

松戸市立病院        4      榊原記念病院                  1 

                                                                  計 243 名

〈ボランティア業務状況〉

・登録ボランティア数 38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 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

1月〜6月  奇数月 月・水・金 13:00〜17:00

        偶数月 火・木・土 13:00〜17:00

7 月〜12月  原則  月・金  10:00〜16:00

   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 1月〜4月  21:00〜10:00

5 月〜12 月  7:00〜8:00 および 21:00〜22:00  （管理人交代 5月 1日付）

・ 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 等

〈理事会〉

    第 75 回 2月 9日（土） 14:00〜16:00   出席 9名  欠席委任状 2名

    臨時  3 月 17 日（日）  15:00〜16:00      11             1

    第 76 回 6月 9日（日）  15:00〜17:00       6          6

    第 77 回 7月 27 日（土） 13:00〜15:00     9                        3

    第 78 回    10 月 5 日（土） 13:00〜15:00   9            3

    第 79 回  11 月 17 日（日）  15:00〜17:00    5                7

2014年 5月 ぶどうのいえだより
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第 76回 6月 9日（日）  15:00〜17:00 6 6

    第 77 回 7月 27 日（土） 13:00〜15:00 9 3

    第 78 回    10 月  5 日 (土)  13:00〜15:00 9 3

    第 79 回  11 月 17 日（日）  15:00〜17:00 5 7

<常任理事会〉

理事長、副理事長（2名）、事務局長

        2 月 1日 （金） 15:00〜16:00

       3 月  8 日 （金） 15:40〜16:30 

              5 月 24 日 （金） 15:00〜16:00 

       7 月 19 日 （金） 15:00〜16:00

      10 月  2 日 （水） 17:15〜17:30

     11 月 13 日 （水） 15:00〜16:00

〔II〕広報活動に関する事業

〈施設訪問〉

・がじゅまるの家  11 月 2日（土） 理事長、理事、運営委員 3名

〈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：2013 年 4 月 29 日（祝）13:00〜14:30

    2013 年 10 月 20 日（日）11:30〜14:30

場所：聖テモテ教会・ホール・庭、ぶどうのいえ

・ 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･弥寿子夫妻）

  日時：2013 年 12月 14 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 120 名、夜の部 約 90名

〈啓蒙活動〉

・ 季刊紙「ぶどうのいえだより」

       年 3 回  5 月、8月、11月 発行

・ 講演

   １）3月 2日 アズビルみつばち倶楽部より 5名来訪

     見学と「ぶどうのいえ 17年の歩み」講演 理事長、理事、運営委員

２）2月 17日 東京聖テモテ教会にて 「ぶどうのいえ紹介」 運営委員

    ３）6月 16 日 聖愛教会にて「ぶどうのいえ紹介」 理事長、運営委員

・ぶどうのいえ来訪者

   1 月 22 日 田鎬成氏一家：元管理人 ソウルから

   2 月  9 日 天沼氏：元滞在者

2月 12 日 多田昭次氏：元ボランティア多田威夫氏兄

   3 月  8 日 高橋顕子氏：見学、ボランティア希望

3月 16 日 小林ひろみ氏：元滞在者

2014年 5月 ぶどうのいえだより
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  3 月 29日 野尻翔君、母、姉:元滞在者

4月 17 日 青野光子氏：見学、ボランティア希望

4月 12 日 鈴木光男氏：以前、お孫さんが滞在

  4 月 23日 サムラン氏一家：元滞在者 タイから

  4 月 29日 サムラン氏一家、大畑喜道主教 ミニバザー参加

5月 13 日 京都聖ヨハネ教会韓司祭 聖公会新聞八代氏：取材

  6 月 30 日   土井基子氏：元ボランティア

  7 月 3日 大畑喜道主教夫妻 スリランカの主教

7月  4 日 羽深氏：諸聖徒教会

  7 月 30 日 杵村啓子氏：見学、ボランティア希望

  8 月 10 日 村田氏：献品

  8 月 13 日 相原都史子氏：元滞在者

  9 月 12 日 東京都 NPO 法人係 秋元一紀氏、鈴木貴雄氏、須田盛枝氏

  9 月 18 日 小林辰雄氏：ボランティア希望

  10 月  2 日 国際ソロプチミスト東京—弥生 奥長恵氏、大貫ちか子氏

  10 月 26 日 高橋顕司祭、韓国からの見学者 5名。    

  11 月 5日  竹下天留実氏：見学、ボランティア希望

  11 月 8日  日立製作所 葛岡氏代理 土井氏

  11 月 25 日   諸聖徒教会佐々木庸司祭：収穫祭の品

    12 月 5日 立教女学院 藤の会の方

  12 月 13 日   立教池袋中学･高校父母ボランティアグループ  鵜木浩子氏、

        金輪祐子氏、神薗亜紀子氏、江口道子氏、澤田美加子氏、

磯本いず美氏

  12 月 16 日 神田キリスト教会婦人会 佐々木綾子氏、森文子氏

〔III〕援助・支援に関する事業

・ 大阪 守口ぶどうのいえ

・ 京都 京都ぶどうのいえ（仮称） 訪問 3月 23 日、11月 19 日  理事長

〔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）  1 月および 6月に親睦会

〈研修会〉

    1) 第 14回 JHHH 全国ネットワーク会議

日時：2013 年 11 月 2日（土）11月 3日（日）

共催：わらびの会、ファミリーハウス

場所：沖縄 県立南部医療センター・小児医療センター

参加：理事長、理事、運営委員 計 5名

  【目的】 「病院近くの我が家」を運営する全国各地の団体が集まり、日々の活動でそれぞれ

のハウスが工夫しているところを発表し、お互いの良いところを学び合い、また専門

家からの解説・助言も得て、ハウスのより一層の質的向上を図る為に大切な事を共

有する。

2014年 5月 ぶどうのいえだより
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貸 借 対 照 表
平成２５年［2013 年 12月 31 日］

単位：円

【資産の部】

1.流動資産

  現 金           415,796

  郵便為替         1,091,870

  郵便貯金           668,619

  普通預金           3,518,429

  定期預金           30,108,909

  立 替 金            7,717

流動資産計 35,811,340

2.固定資産

  備  品            4,261,531

  減価償却累計額 2,284,384

固定資産計 1,977,147

資産の部合計 37,788,487

【負債の部】

1.流動負債

  預り金 28,038

流動負債計 28,038

負債の部合計 28,038

【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 2,936,000

  修繕積立金 3,000,000

積立金計 5,936,000

4.剰余金

  期首繰越剰余金 1,858,228

  当期増減額 -33,779

剰余金計 1,824,449

正味財産の部合計 37,760,449

負債及び正味財産の部合計 37,788,487

2014 年 5 月 ぶどうのいえだより
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2014 年 5 月                            ぶどうのいえだより

平成２５年－   収支計算書 ［2013.1.1～2013.12.31］   単位：円

科目 予算 決算
収入の部
事業収入
滞在費 3,800,000 3,877,188
施設利用料 130,000 187,832
その他
事業収入合計 3,930,000 4,065,020
寄付金及び運営会費
受入寄付金（法人） 3,250,000 4,500,000
受入寄付金 5,000,000 5,787,937
受入寄付金（チャリティ） 60,000 106,700
受入支援金 300,000 0
小計
運営会費 100,000 84,000
寄付金及び運営会費合計 8,710,000 10,478,637
その他の収入
雑収入 10,000 7,734
受取利息 10,000 9,351
その他

その他の収入合計 20,000 17,085

収入の部合計 12,660,000 14,560,742

支出の部

給料手当 2,150,000 2,284,786
報酬 300,000 267,288
奉仕員活動費 500,000 465,200
広報費 330,000 309,105
渉外費 50,000 78,379
交通費 350,000 274,000
通信費 600,000 578,978
賃借料 5,292,000 5,103,000
保険料 60,000 64,840
保守修繕費 250,000 279,705
水道光熱費 2,900,000 2,788,262
公租公課 72,000 126,770
会議費 15,000 32,454
研究学習費 200,000 285,350
手数料 50,000 47,755
事務消耗品費 300,000 227,068
設備用品費 500,000 526,432
清掃費 250,000 268,716
クリーニング代 300,000 208,328
慶弔費 20,000 56,750
減価償却費 300,000 321,355
雑費 20,000 0
経費合計 14,809,000 14,594,521
予備費 500,000 0

支出の部合計 15,309,000 14,594,521

当期収支差額（当期正味財産増加額） △ 2,649,000 -33,779
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２０１４年度（第１５期）事業計書   

認定特定非営利活動法人 ぶどうのいえ

事業年度 2014 年 1月 1 日から 2014 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。

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 14,071

(定款 5 条の①) ４0 名 (13,419 )

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 900

(定款 5 条の②) 企業・病院訪問 施設等 (スタツフ) (980 )

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

(定款 5 条の③)

京都ぶどうのいえ

運営相談

京都市

京都ぶどうのいえ

京都ぶどうのいえ

スタッフ 100

ぶどうのいえ (スタツフ) ( 110 )

目的達成に ボランティアの研修 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 勉強会等実施 施設内及び および希望者 100

(定款 5 条の④) 施設見学・講演会 各地 (スタツフ) ( 300 )

合計 15,171

2014年 5月 ぶどうのいえだより
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2014年 5月 ぶどうのいえだより

認定 NPO法人ぶどうのいえ 平成２６年[２０１４年]予算

収 支 予 算 案 経 費 明 細

科   目 2013年予算

2013年 1-12 月       

実績  

2014年予算 科 目 2013年予算

2013年

1-12月       

実績  

2014年予算

事 滞在費収入 3,800,000 3,877,188 4,000,000 給料手当 2,150,000 2,284,786 2,450,000

業 施設利用料受入 130,000 187,832 170,000 報酬 300,000 267,288 33,000 

収 その他 奉仕員活動費 500,000 465,200 500,000

外注費 300,000

入 広報費 330,000 309,105 330,000

事業収入計 A 3,930,000 4,065,020 4,170,000 渉外費 50,000 78,379 50,000

経 費 計 B 15,309,000 14,594,521 15,671,000 交通費 350,000 274,000 300,000

(内 予 備 費) 500,000 0 500,000 通信費 600,000 578,978 550,000

事業収支 A-B △ 11,379,000 △ 10,529,501 △ 11,501,000 賃借料 5,292,000 5,103,000 5,418,000

寄
付
金
及
び
運
営
会
費

運営会費 100,000 84,000 100,000 保険料 60,000 64,840 70,000

受入寄附金(法人) 3,250,000 4,500,000 3,000,000 保守修繕費 250,000 279,705 250,000

受入寄附金 5,000,000 5,787,937 5,800,000 水道光熱費 2,900,000 2,788,262 3,000,000

受入寄附金(チャリティ） 60,000 106,700 150,000 公租公課 72,000 126,770 100,000

受入支援金 300,000 300,000 会議費 15,000 32,454 50,000

小 計 8,710,000 10,478,637 9,350,000 研究学習費 200,000 285,350 50,000

そ 受入補助金 手数料 50,000 47,755 30,000

の 雑 収 入 10,000 7,734 10,000 事務消耗品費 300,000 227,068 300,000

他 受取利息 10,000 9,351 10,000 設備用品費 500,000 526,432 550,000

収 清掃費 250,000 268,716 300,000

入 クリーニング代 300,000 208,328 200,000

小 計 20,000 17,085 20,000 慶弔費 20,000 56,750 20,000

他 減価償却費 300,000 321,355 310,000

支 雑 費 20,000 10,000

出 小 計 0 0 0 雑損失

計 14,809,000 14,594,521 15,171,000

剰 余 金 △ 2,649,000 △ 33,779 △ 2,131,000 予備費 500,000 0 500,000

(計) 15,309,000 14,594,521 15,671,000
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     報告.1

    

   

    

    報告.3

2014年 5月 ぶどうのいえだより

支援イベント

尾松純子 語りの世界
  

「シモンの父ちゃん」･････G.D.モーパッサン作にもとづく

  「ろくでなしのサンタ」･････浅田次郎作より

  「遠くをみたい～星のおくりもの」･･寮美千子作より 松野敦子

  ギタ－＆フルート演奏････････橋本保憲･弥寿子  

日時：2013年 12月 14日（土）

昼の部 2：00開演

夜の部 5：00開演

会場：東京聖テモテ教会

来場者は昼の部 130名、夜の部 90名でした。

京都ぶどうのいえ

  開所祝福式

３月 15 日（土）に行われた式に出席しました。「京都ぶどうのいえ」は､昔話

で弁慶が長刀を振り回したという五条の橋の近くにある「日本聖公会京都聖

ヨハネ教会」が設立。滞在室は 3 室、他に共用スペースがあります。静かな

環境でアクセスも良く、駐車場も完備され、利用者に喜ばれると思います。

私共も運営上の経験等を伝えるなど、協力をして参ります。  堀内 昭

椅子布の貼り替え

ぶどうのいえ 2階のダイニングルームにある椅子 16脚の布の貼り替えをし

ました。

手芸班の人達が布の問屋さんに生地を買いに行き、掃除ボランティアの人たち

が器具を使って貼り替えをしました。

色は明るいベージュ。“きれいになった！”と滞在者の方から喜ばれました。

祝賀会

報告.2
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  ボランティア会

ぶどうのいえでは、各曜日ごとに２~３人のボランティアスタッフが働いています。

毎日の連絡は業務ノートが頼りですが、話し合う場も必要です。月に一度の会で、よりよい運営を

  目指しています。

  新年会と懇親会

１月と６月の会はおいしいお弁当付き！ランチの時間を

はさみ、和やかにスタッフ相互の親睦をはかります。

手芸品

☆       チャリティーコンサート

≪堀江真理子と仲間たち≫

2014 年 9月 7 日（日）

東京聖アンデレ教会にて

☆ 秋のバザー

2014 年 10 月 19日（日）

  午前 11 時 30 分～午後 2 時

ぶどうのいえ・東京聖テモテ教会共催

  

＊ 詳細は 8 月発行の次号でお知らせいたします。

2014 年 5 月 ぶどうのいえだより

報告.4

春のミニバザー

     
2014 年 4 月 29 日（祝） 午前 11 時～午後 2 時

東京聖テモテ教会野外場にて

     

雨になるという天気予報を気にしながら、恒例のミニバザーを行い

ました。

根津神社のつつじ祭りに行き交う人達も、ミニバザーに立ち寄って

手芸品を手にとったり、便利な品々をお買いもとめ下さいました。

皆さまのご協力に心より感謝申し上げます。

ありがとうございました。

   

報告.5

これから
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ありがとうございます                 （順不同・敬称略）

楡本曄生 大西健之・六生 河野良夫 戸倉淳 藤木祥子 目白聖公会 アズビルミツバチクラブ

秋田聖救主教会聖使幼稚園 堀内昭 聖アンデレ教会 吉岡はるみ 堀楚乃子 高城栄子 早川和子

渡邉厚子 立教女学院藤の会 永田文明 阿部園子・朋子 渡辺真理子 林基治 赤松元子 兼子佐

与子 西村翠・亮平 日立保険サービス㈱ ㈱」日立メディコ 日立建機㈱ 日立金属㈱ ㈱日立シ

ステムズ ㈱日立ハイテクノロジーズ ㈱日立工機㈱ ㈱日立物流 匿名 福島利一 本間春枝 恩

田正雄 佐藤一男 安蒜悦子 加藤誠 奥山正彦 鈴木俊雄 澤砥正美 鈴木俊弘 中川李枝子 菊

地純子 山田康夫 林貴雄・昌子 東海林晴子 東海林和恵 水之江光佐子 神谷まり 吉田育子

久須美康徳 渡辺幸子 小口淳子 内田昹子 大滝豊 海治美佐子 山野上素充・由紀子 山本敏子

加古欣一郎 及川陽 吉田弘子 青井雅美 長谷川妙子 東村昭平 古谷野亘 保浦卓也・泉 小川

龍 高原富美子 石田寿満・きよみ 高橋知義 富山佳子 小野三枝子 奥村和子 藤田満智子 上

床道子 レーマン幸子 柳沢昌子 桑田満喜子 松田道子 榊まゆみ 有賀徹 匿名 小林智子 花

房正義 太田政人 福地桂之助 外山博子 宮永勝 広畑真弥子 保坂久代 匿名 清水浩 加藤君

子 五十嵐紗那子 鈴木恒子 弥生一丁目町会 満井美子 ひよこ教室 小川清恵 吉田笑子 倉田

静江 磯部雅彦 匿名 遠藤恵美子 田中応佳 櫛田桃代 黎明保育園上松恵子 川合ナオエ 桑田

芳郎 門脇富美子 吉田雅子 木村美樹枝 大西礼子 匿名 遠藤順子 匿名 鈴木洋二 高橋淳子

中杉商事㈱ 細谷ゆき子 中村恭子 山添英子 中川喜代 佐室有志 倉石昇 大畑あさ 大場誠

中澤洋子 匿名 片岡大造 浦野孝 門野政子 門野卓也 高橋幸 宮崎なを 佐々木繁子 戸叶園

実 北村アイリーン 志木聖母教会 地引伸子 両角一恵 塩田純子 小笠原陽子 古川佳子 田中

芳子 和童会西野和良 酒井三貴子 木島智子 与良啓子 大庭一己 別所文雄 吉岡容子 竹内朋

子 杁山さち 大野あや 定泉寺 赤坂康子 林美奈子 高橋遠 織田恵子 清水玲子 中川直美

新井貫仁 藤野破摩雄 田中宏徂 今野エミ 匿名 田中悠子 萩谷治子 島田敏代 吉田あこ 聖

ヨゼフ宣教修女会 篠原茂信 内藤智雄 稲葉静代 立教池袋中学校・高等学校父母ボランティアグ

ループ 聖テモテ教会 堀内昭・紀子 鵜飼良樹・久美子 日根野侑子 横山融 神田キリスト教会

婦人会 草野宣子 内山美由紀 小川尚子 堀内昭 田中喜代子 小池修 門馬直樹 中村秀夫 新

福真千子 中岡正子 匿名 松岡享子 石渡康弘 三上百合子 植田義子 宮野紀栄子 根本達子

明治学院高等学校 村山せい子 清家絢子 匿名 小谷望 河内隆秀 神品芳明 鈴木浩二 志村弘

子 杉崎たか子 桑原恵美子 住吉秀一 畑井正春 林秀雄 本岡恵美 堀内弘之 香蘭女学校 長

松康子 藤木和男 鶴野正子 相川充代 丸山恒 香蘭女学校校友会会長保坂久代 渡邉誠 鈴木公

子 加藤幸彦・和子 清水透 マチダトモコ・カズ 吉田孜 藤沢聖マルコ教会オリーブ会 小野寺

達 山本登久子 菊池章子 中島和子 藤井野百合 日枝加寿子 河合和子 山口學・照代 匿名

天野教之 糸井史博 菊地泰次 平良陽子 東京聖十字教会 匿名 小谷佳子 倉敷信 吉井恭子

浅見泰子 吉田雅枝 鈴木洋子 水井廣二 茂木園子 住吉厚子 椋尾薫 暁星小学校シャミナード

会 寒河江史子 佐々木郁朗・慶子 遠藤てる 百井幸子 芦屋マルコ教会 阿部基裕 阿部順子

宮川裕子 目白聖公会イクスディア 立教池袋中学校・高等学校鈴木弘 梅澤美和子 大久保えま子

栗田隼如 岡林ゆみ子 グループHIT辻育美 東京聖マリア教会 大森聖アグネス教会 聖パウロ教

会 東京諸聖徒教会 月島聖公会 清瀬聖母教会 八王子復活教会 聖パトリック教会 聖マルコ教

会 小金井聖公会 三光教会 聖マーガレット教会 葛飾茨十字教会 磯貝敏幸 櫨山真知子 南部

春海 大森明彦 荒牧清美 倉敷信 堀楚乃子 椎橋俊之 小林友江 立教女学院 島袋諸聖徒教会

島治伸 （2013年 11月〜2014年 3月）

2014年 5月 ぶどうのいえだより
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★ ありがとうございました

渡辺雅子様         タオル等

大庭一己様         米 10 ㎏

赤松元子様         食品・雑貨

東京諸聖徒教会様      収穫感謝祭の果物等

佐々木玉恵様        米

中尾セツ子様        カレンダー・衣類

㈱奥野 奥野貢様      りんご一箱

宮崎なを様         手描き絵はがき（切手付）

早船寛人様         米・缶詰・レトルト食品等

杉崎たか子様        りんご一箱

桑原恵美子様        お菓子の家

山形寿太郎様        米・りんご・みかん・スープ・コーヒー    

鈴木浩二様         みかん一箱

梅澤一江様         洗剤・食品

神田キリスト教会様     洗剤等

小倉康代様         米・トイレットペーパー

羽深幸夫様         餅・海苔

仲谷芳久様         マルチカバー等

緒聖徒教会様        お菓子詰め合わせ お菓子の家

永山彩香様         食品等

堀洋三様          80 円切手 100 枚

清水智美様         米 30 ㎏

安藤厚子様         舞茸

花王株式会社様       洗剤・ハンドソープ・オムツ

小倉康代様         チョコレート・韓国海苔・ソックスカバー

匿名            ラーメン４箱

セカンドハーベストジャパン様 米 15 ㎏・うどん等 食料品

中尾友和様         便箋等

NATURAL HAIR 様    ドライヤー・座布団カバー等

大城敦様          フェイスタオル

長内英樹様         銘茶・そば

                 （2013 年 11 月 1 日~2014 年 3 月 31 日）

  

春から初夏へ。ぶどうのいえの庭にも新緑の木々や色とりどりの花が見られます。

いつもご支援下さる皆さま、いかがお過ごしでしょうか。

５月号をお届けします。

「総会報告」で昨年度の活動をご理解下されば幸いです。

    

            

ぶどうのいえだより2014 年 5 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


