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本日は、ご多忙のところ運営総会にご出席下

さり、感謝です。お陰様で、今秋には､創立 20

周年を迎えることが出来ます｡これも一重に運

営会員の皆さま、ご寄付下さる方々、

日々の運営を支えて下さるボラン

ティアの方々のお蔭です。ぶどうの

いえ程度の規模の施設では、一般に

は専任の職員がいるのですが、当施

設ではそのような人件費を捻出す

ることが出来ません。そのため、各

曜日ボランテイアの方々が責任を

持って運営に当たって下さってい

ます。20年聞、無事故であるのがぶ

どうのいえの誇るべき点でありま

す。

20年前を振り返りますと、ぶどう

のいえが誕生した 1995 年は、１月

に阪神・淡路大震災が、３月にはオ

ウム真理教によるサリン事件等が起こり、大変

な年でした。11月７日（土）に 20周年記念感

謝会を予定しています。是非、多くの方々にご

出席戴きたいと思います。

2014 年度の数字的な変化は、後ほど各担当

者より、報告があると思います。昨年の出来事

を辿りますと３月に京都に「京都ぶどうのい

え」が誕生しました。五条の橋に近い、静かな

環境の中で利便性もアクセスも良いハウスで

す。今後の発展をお折りしています。

会計上のお話ですが、滞在者に低廉な費用

でご利用していくために、滞在者のご利用の

費用の他に年間 900 万円強の運営費用が必

要です。後ほど担当者から説明がありますが、

2014 年度では、個人の方々から 690万円、

日立製作所をはじめそのグループ各社から

250 万円程度のご寄付を戴き、何とか

運営が成り立っています。

2014 年度の予算では、200万円を超

える赤字を覚悟していましたが、ある

財団の解散によって、ぶどうのいえへ

200 万円のご寄付を年末に戴き、何と

か赤宇を免れ、少しの黒字になりまし

た。

以前にもご報告いたしましたが、新

設される施設に較べると 20年も経過

すると施設の老朽化が目につく様にな

りました。そのため、利用者の方々に

いろいろとご迷惑をお掛けしています。

例えば、入ロドアのベニア板が剥がれ

たり、シヤワーのホース等の劣化、エ

アコンの交換等、数えれば切がありませんが、

経費が伴うことですので、一つ一つ問題を解決

していきたいと考えています。施設のクオリテ

ィを保つ努力が、今求められております。

設立した当時のぶどうのいえのモットー「第

二の我が家」を継続し、利用者の方々にゆっく

りと休めるハウスを提供できるように努めて

参ります。

ぶどうのいえの現状をお話しましたが、今後も

一層、ご支援を下さるようにお願い申し上げま

す。

本日は、有難うございます。

  （ぶどうのいえ理事長）
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            ぶどうのいえ 第 15 回運営会員通常総会

１．召集年月日   2015 年 2 月 15 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    2015 年 3 月 15 日 午後 3 時

１．社員総数 68 名

１．出席した社員数 45 名

     内訳  本人出席 12 名 委任状出席 33 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 年度（第 15 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 2014 年 1 月 1 日～2014 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

<施設事業状況>  11 室を運用し、年間延べ 2,913 人の方が利用された。

利用者は前年より 583 人減少した。

          

2015 年 6 月 ぶどうのいえだより
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部屋の利用率％

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 26 43 29 25 26 24 30 25 22 18 26 319

 利用家族数 17 20 38 23 20 22 21 24 20 17 12 23 257

 利用者数　大人 23 31 53 33 27 28 30 33 28 26 16 29 357

　　　　　　　子ども 10 13 26 10 7 7 6 20 8 7 3 18 135

　　　　　　　合計 33 44 79 43 34 35 36 53 36 33 19 47 492

 利用者延人数 201 171 337 254 211 210 228 360 242 238 190 271 2913

 利用延日数 142 120 206 171 141 127 152 185 125 155 108 144 1776

 部屋の利用率％ 41.6% 39.0% 60.4% 51.8% 41.3% 38.5% 44.6% 54.3% 37.9% 45.5% 32.7% 42.2% 44.2%

 ボランティア延人数 75 71 73 71 69 68 65 70 73 80 74 73 862
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<利用病院状況〉

東京大学付属病院         98 名 東京慈恵会医科大学病院 3           

  東京女子医大東医療センター 56 八重洲クリニック 3

  慶応大学病院        27 永田小耳症形成クリニック 2       

順天堂大学病院          18 国立精神神経医療センター 2              

日本医科大学病院       14 東京医科大学病院 1

  国立がんセンター         12 秋葉原アイクリニック 1

  東京医科歯科大学病院          9 小石川東京病院 1

  松戸市立病院               7                              合計 254 名

                                                                 

〈ボランティア業務状況〉

・登録ボランティア数 28 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：  850 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  

〈清掃整備業務状況（有給）〉

・ 勤 務 :週 4日 時間は入れなくても良いですか

・ 内 容 :全館共有部分清掃 各室清掃・リネン交換・設備の管理

〈事務局長業務状況（有給）〉

・事務局長勤務時間 1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〜11 月  7:00〜8:00 および 21:00〜22:00  

・内 容： 全館巡回・ゴミ出し

〈理事会〉

    第 80 回 2月 8日(土)  14:00〜16:00  出席 6名  欠席委任状 6名

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

    第 81 回 5月 25 日(日） 15:00〜17:00 9    3

    第 82 回 7月 26 日(土） 13:00〜15:00 6     6

    第 83 回    10 月  4 日(土） 13:00〜15:00      10    2

    第 84 回  11 月 16 日(日） 15:00〜17:00    8    4

<常任理事会〉

理事長、副理事長（2名）、事務局長

        2 月 5 日 （水） 15:00〜16:00

       3 月 12 日 （水） 15:00〜16:00 

              5 月 21 日 （水） 15:00〜16:00

ぶどうのいえだより2015年6月
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7 月 16 日 （水） 15:00〜16:00

10 月  1 日 （水） 15:00〜16:00

11 月 14 日 （金） 15:00〜16:00  

〔II〕広報活動に関する事業

〈施設訪問〉

・日本医科大小児科訪問 前田美穂先生 2月 18 日

     金井副理事長、椎橋理事、小川運営委員

・福岡こども病院ファミリーハウスわらべ訪問 9月 25 日 西田理事  ll

〈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：2014 年  4 月 29 日（祝）13:00〜14:30

    2014 年 10月 19 日 (日）11:30〜14:30

場所：聖テモテ教会・ホール・庭、ぶどうのいえ  

・ イベント事務局による「尾松純子語りの世界」

  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：2014 年 12 月 13 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、12 月 発行

・ぶどうのいえ来訪者

1月 6日 守口ぶどうのいえ 山野上素充施設長様    

1 月 21 日  東大マクドナルドハウスマネージャー 弘中様

2月 18 日 セカンドハーベスト オブ ジャパン 黒澤剛様

3月 10 日 聖愛教会 栗田様

3月 14 日 10 年前の滞在者 吉田国男様

3月 22 日 ボランティア希望 井口玲奈様  

4 月 23 日 聖テモテ教会に 4月から勤務 香山洋人司祭

4月 26 日 ファミリーハウス キャサリン・ライリー様

5月  4 日 元滞在者 森谷篤志氏ご一家様

6月  7 日 立教女学院 古谷かな様

6月 12 日 文京区社会福祉協議会 平石進様、森本真奈美様、上村紗月様

8月 15 日  元滞在者 青木みゆき様

8月 18 日  国際ソロプチミスト東京-弥生 杉本美織様、久家道子様

12月  3 日  立教女学院藤の会 小俣真弓様、小熊真衣様、新妻朋子様

12月 12 日  立教池袋中学・高等学校父母ボランティア  内藤美保子様、

大倉裕美様、舟岡里佳様、高橋美香様、瀧澤博美様

12月 18 日  国際ソロプチミスト東京―弥生 奥長恵様、古谷久子様、他１名

12月 19 日  神田キリスト教会 橋本様

12月 23 日  元滞在者 木戸様  

ぶどうのいえだより2015 年6月
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〔III〕援助・支援に関する事業

・ 大阪 守口ぶどうのいえ 3月 15 日 山野上 素充施設長と意見交換 理事長

・ 京都 京都ぶどうのいえ開所式 訪問 3月 15 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 15 回 JHHH 全国ネットワーク会議

日時：2014 年 11 月 1日（土）11 月 2日（日）

主催：ファミリーハウス

場所：東京国際フォーラム・国立がん研究センター中央病院

参加：西田理事、荒川(こ)・荒川(温)・堀内(紀)運営委員 計 4名

     

ぶどうのいえだより2015年6月

負債及び正味財産の部合計 37,881,090

剰余金計 1,930,390

正味財産の部合計 37,866,390

　　期首繰越剰余金 1,824,449
　　当期増減額 105,941 　    

積立金計 5,936,000
4.剰余金

　　救済積立金 2,936,000
　　修繕積立金 3,000,000

2.岩井久雄運営基金 20,000,000
3.積立金

負債の部合計 14,700

【正味財産の部】
1.基金 10,000,000

　　預り金 14,700
流動負債計 14,700

【負債の部】
1.流動負債

資産の部合計 37,881,090

　　減価償却累計 2,588,487
固定資産計 1,673,044

2.固定資産
　　備　　品 4,261,531

　　立 替 金 7,938
流動資産計 36,208,046

　　現　金 291,928

　　普通預金 3,288,703

　　定期預金 30,114,908

　　郵便為替 2,170,702

　　郵便貯金 333,867

貸 借 対 照 表
平成２６年［2014年12月31日］

単位：円

【資産の部】

1.流動資産

第 15期 決算書
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    －平成２６年－   収支計算書 ［2014.1.1～2014.12.31］   単位：円

科目 予算 決算
収入の部

事業収入

滞在費 4,000,000 3,389,100

施設利用料 170,000 253,781

その他

事業収入合計 4,170,000 3,642,881

寄付金及び運営会費

受入寄付金（法人） 3,000,000 2,500,000

受入寄付金 5,800,000 6,908,438

受入寄付金（チャリティ） 150,000 307,000

受入支援金 300,000 0

小計 8,250,000 9,715,438

運営会費 100,000 54,000

寄付金及び運営会費合計 9,350,000 9,769,438

その他の収入

雑収入 10,000 18,401

受取利息 10,000 8,248

その他

その他の収入合計 20,000 26,649

収入の部合計 13,540,000 13,438,968

支出の部

給料手当 2,450,000 2,335,730

報酬 33,000 0

奉仕員活動費 500,000 431,110

外注費 300,000 0

広報費 330,000 269,517

渉外費 50,000 49,764

交通費 300,000 228,482

通信費 550,000 488,791

賃借料 5,418,000 5,418,000

保険料 70,000 81,134

保守修繕費 250,000 85,070

水道光熱費 3,000,000 2,464,686

公租公課 100,000 93,348

会議費 50,000 48,218

研究学習費 50,000 0

手数料 30,000 42,801

事務消耗品費 300,000 371,472

設備用品費 550,000 205,072

清掃費 300,000 220,670

クリーニング代 200,000 185,059

慶弔費 20,000 0

減価償却費 310,000 304,103

雑費 10,000 10,000

経費合計 15,171,000 13,333,027

予備費 500,000 0

支出の部合計 15,671,000 13,333,027

当期収支差額（当期正味財産増加）
△

2,131,000 105,941

2015年 6月 ぶどうのいえだより
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２０１５年度（第１６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 2015 年 1月 1 日から 2015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。今期は 20 周年記念事業を行うので、本事業を

通して広報活動につなげたい。

＜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

                                                                                                                                    

ぶどうのいえだより2015 年6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 （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 12,856

(定款 5 条の①) ４0 名 (14,071 )

広報活動に

季刊紙発行, チャリ

ティー事業, 企業・ 通年 全国発送 10 名 賛同者の獲得強

関する事業 病院訪問, 20 周年 ぶどうのいえ近隣 化にも資する 1,800

(定款 5 条の②) 記念事業 施設等 (スタツフ) (900 )

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) ( 100 )

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) ( 100 )

合計 14,856

                                                                                      ( 15,171 )
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2014年予算 2014年 実績 2015年予算案 科　目 2014年予算 2014年 実績 2015年予算案

事 滞在費収入 4,000,000 3,389,100 3,600,000 給料手当 2,450,000 2,335,730 2,300,000

業 施設利用料受入 170,000 253,781 270,000 報酬 33,000 0 33,000

収 その他 奉仕員活動費 500,000 431,110 450,000

外注費 300,000 0 0

入 広報費 330,000 269,517 300,000

事業収入計 A 4,170,000 3,642,881 3,870,000 渉外費 50,000 49,764 50,000

15,671,000 13,333,027 15,356,200 交通費 300,000 228,482 300,000

500,000 0 500,000 通信費 550,000 488,791 550,000

△ 11,501,000 △ 9,690,146 △ 11,486,200 賃借料 5,418,000 5,418,000 5,443,200

運営会費 100,000 54,000 50,000 保険料 70,000 81,134 80,000

受入寄附金(法人) 3,000,000 2,500,000 3,000,000 保守修繕費 250,000 85,070 250,000

受入寄附金 5,800,000 6,908,438 5,500,000 水道光熱費 3,000,000 2,464,686 2,500,000

受入寄附金 (チャリティ） 150,000 307,000 150,000 公租公課 100,000 93,348 120,000

受入支援金 300,000 300,000 会議費 50,000 48,218 50,000

　小　計 9,350,000 9,769,438 9,000,000 研究学習費 50,000 0 50,000

そ 受入補助金 手数料 30,000 42,801 50,000

の 雑　収　入 10,000 18,401 300,000 事務消耗品費 300,000 371,472 300,000

他 受取利息 10,000 8,248 10,000 設備用品費 550,000 205,072 300,000

収 清掃費 300,000 220,670 250,000

入 クリーニング代 200,000 185,059 200,000

　小　計 20,000 26,649 310,000 慶弔費 20,000 0 20,000

他 減価償却費 310,000 304,103 250,000

支 雑　費 10,000 10,000 10,000

出 　小　計 0 0 0 20周年記念事業費 1,000,000

雑損失 0

△ 2,131,000 105,941 △ 2,176,200 計 15,171,000 13,333,027 14,856,200

予備費 500,000 0 500,000

(計) 15,671,000 13,333,027 15,356,200

認定NPO法人ぶどうのいえ　平成２７年[２０１５年]予算案

収 支 予 算 案 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

3 理事・監事改選の件

重任理事 堀内 昭  金井 玲子   横倉 正義 鵜飼 良機 森本 晴生

佐藤 武雄 大隈 廣   椎橋 照子   西田 恵子   前田 美穂

岩竹 節子 仲谷 芳久

重任監事 田中 宏徂 土屋 賢一

被推薦者 荒川 こずゑ 小川 弥生

幸せの黄色いレシートキャンペーンに参加して             

かねてからイオングループの同キャンーペン参加したいと思い、申込みはするものの、応募団体が非

常に多く、登録には至らず残念でなりませんでした。

ところが去年ダイエーでも参加団体募集中を知り、さっそく書類をまとめ申込みをしたらすぐ面談の連

絡が入り、無事に登録していただけることになりました。

なんといいましても他力本願のため、祈るような気持ちで店頭活動をし善意で投函される方が「ぶどう

のいえ」の BOXに手を伸ばし易いようにここ掛けました。

お陰さまで 4月に 9720ポイントを贈呈され、災害用ライト(7個)とたくさんの食品をいただきことが出

来ました。

滞在される方々にお役立てできて大変うれしく思い、引き続き次回の申込みをしました。「ぶどうのい

え」の活動内容を地域の方々に知っていただく良い機会ですから、毎月 11日のイエローシートの日は、

写真や「ぶどうのいえだより」などを持参して PR をしていきたいと思ってワクワクしています。              

堀 楚乃子

2015年 6月 ぶどうのいえだより
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尾松純子さんと出演の方々

休憩時間のティータイム

        支援イベント

尾松純子 語りの世界
        2014 年 12 月 13 日（土）

プログラム

『たちどまると・・・』 詩のアンソロジー

    板垣玲香・鈴木節子・松野敦子

    長田弘作 「たちどまる」より

塔和子作 「青い炎のように」「大地」より

草野心平 「秋の夜の会話」「おれも眠ろう」より、他

音楽演奏（ギター・フルート） 橋本保憲・弥寿子

  ♪「スマイル」「虹の彼方に」他

『ライムライト』 尾松純子

    チャップリンの映画より

         ☆昼の部と夜の部で計 210 名の参加者がありました。

   春のミニバザー

2015 年 4 月 29 日（祝･水）

場所：東京聖テモテ教会中庭

   晴天に恵まれ、盛況でした。

献品を提供して下さった皆様、

ありがとうございました。

  

★ありがとうございました

会費･ご寄付の方                           （順不同・敬称略）

河野良夫 館國・泰子 富山弘子 藤木よし子 大西健之・六生 森田敦史・明子 パブリックソー

ス財団 大西健之・六生 渡邉誠 満井美子 堀内昭・紀子 植田義子 小野寺利律子 上松惠子

レーマン幸子 匿名 多田美智子 中嶋雄一 小林智子 立教女学院藤の会 五十嵐明子 志木聖母

教会婦人会 及川陽 五十嵐紗那子 田中芳子 匿名 渡辺眞理子 木村美樹枝 片岡大造 田村浩

一 匿名 山田庸夫 福室誠 大塚美悠紀 桑田満喜子 久須美康徳 保坂久代 山野上素充・由紀

子 山添英子 中川直美 神谷まり 宮本順子 加古欣一郎 加藤誠 匿名 片岡輝美 川合ナオエ

鈴木俊弘 小川清恵 藤田満智子 大庭一己 西村翠・亮平 土屋賢一・しのぶ 森淑子 細谷ゆき

子 山本敏子 高橋知義 佐藤亘昭 匿名 宮川和子 東海林和恵 宮永勝 保坂律子 花房正義

青島敬子 松野敦子 匿名 堀内昭 草野宣子 林昌子 小楠壽典 佐藤一男 秋田聖救主教会聖使

幼稚園 幾永昌英 赤坂康子 佐室有志 匿名 富山佳子 鳥海千里 吉田育子 弥生町 1 丁目町会

2015 年 6 月 ぶどうのいえだより

報告.1

報告.2
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岡村ゆき子 上床道子 吉田あこ 阿部裕・園子  磯部雅彦 兼子佐世子 北村アイリーン 鈴木俊

雄 草野宣子 松岡享子 藤井野百合 根本達子 古川佳子 中川喜代 中岡正子 別所文雄 加藤

幸彦・和子 佐々木道人 戸村祐宇子 与良啓子 尾松純子 戸叶園美 西平心華子 澤砥正美 青井

雅美 浄土宗定泉寺 磯貝敏幸 門野倬也 小川龍 大塚裕司 清水玲子 小山泰 石渡康弘 匿名

海治美佐子 中澤洋子 中島和子 鈴木洋二 志村弘子 堀内弘之 保浦卓也・泉 吉岡容子 寺井姯

山路英子 菊地悦子 恩田正雄 吉井恭子 寺村佳江 奥山正彦 福地桂之助 小田原登美子 田中

応佳 門脇富美子 酒井三貴子 堀楚乃子 金井玲子 立教中学高等学校ボランティアグループ 匿

名 テモテ教会バザー委員会 水之江光佐子 畑井正春 藤野破摩雄 長尾由紀子 石田寿満・きよみ

東京聖十字教会 髙橋遠 中川李枝子 あんびるえつこ 阿部基裕・順子 倉石昇 杁山さち 地引伸

子 萩谷治子 聖アンデレ教会 國吉礼子 渡辺一征・幸子 宮野紀栄子 織田恵子 聖パウロ教会

本間春枝 山口順子 大滝豊 匿名 清水浩 長谷川妙子 河内隆秀 佐々木繁子 益満美紀子 奥

村幸子 村山せい子 岡田良二 田中宏徂 松崎加寿子 関口一清 矢崎美昭 ひよこ教室 林幸子

匿名 櫛田桃代 高木みどり 松原真 柳田幸子 山本登久子 大平明 東京国際ソロプチニスト弥

生 椎橋俊之 神田キリスト教会 両角一恵 倉田静江 竹内朋子 菊地純子 新木恒彦 大畑あさ

大場誠 宮地和世 神品芳明 柴和子 篠原茂信 香蘭女学校校友会会長保坂久代 小谷芳子 樋口

里子 鈴木勇二・洋子 渋谷聖ミカエル教会姉妹会 百井幸子 古谷野亘 赤松元子 藤沢聖マルコ教

会オリーブ会 福島利一 今野ひふみ 聖オーガスチン教会誠君基金 堀内美砂 堀江真理子 香蘭

女学校 富岡房江 テモテ教会ケーキ班 三谷久子 丸田雅子・研一 聖ヨゼフ宣教修道会 川村英男

明治学院高等学校 吉田弘子 宇都宮聖ヨハネ教会 匿名 三上百合子 赤塚朱美 三好忠彦 日本

セレナソフトウェア株式会社 三本松由利子 菊地泰次 中村秀夫 澤井美登里 山口學 相川充代

佐々木郁朗 渡辺かほる 戸塚泰子 諸聖徒幼稚園 五十嵐洋子 浅見泰子 新福真千子 住吉秀一

糸井史博 日立金属（株） 日立工機（株）（株）日立保険サービス 飯塚俊一 土井基子 暁星小学校

シャミナード 橋元祐之 木島智子 小口淳子 平良陽子 梶井久子 小川菖蒲 岩田房子 大隈廣

佐藤武雄 内山美由紀 山崎慶子 持丸純子 杉山葉子 五十嵐弘子 三村信子 岩竹節子 宮崎な

を （株）日立ハイテクノロジーズ 日立キャピタル（株） （株）メディコ 日立建機（株） （株）

日立製作所 （株）日立ソリューションズ （株）日立アーバンインベストメント （株）日立システ

ムズ （株）日立物流 （株）日立国際電気 小田原聖十字教会日曜学校・花園幼稚園 青野光子 水

井廣二 東松山聖ルカ教会 荒木悦子 堀楚乃子 広畑眞弥子 倉辻明男 松戸聖パウロ教会 内

ケ崎儀一郎・昌子 橋本瑞子 ぶどうのいえイベント事務局 滝川輝子 新生礼拝堂 聖オルバン教会

大春明子 櫨山真知子 仲谷芳久 大島とも子 漆山愛子 親切会関東支部 小泉妙 丸山恒 高橋

淳子 内藤智雄 稲葉静代 大西健之 幼きイエス会ノエルの会 堀楚乃子 目白聖公会イクスディ

ア 牛田敬子 横山融 金井玲子 尾崎雅 吉田昭子 山形壽太郎 本井純子 渡邉誠 宮川裕子

立教女学院 岡野峻 立教池袋中学校・高等学校 日立マクセル（株） （株）日立ビルシステム （株）

日立ドキュメントソリューションズ （株）日京クリエイト 飯田満喜子 伊東孝司 野口一則 中嶋

雄一 田中喜代子 関澄子 林基治 吉田雅枝 田口良子 倉敷信 吉岡はるみ 大西健之 森本晴

生 テモテ教会ケーキ班 松田道子 浦野孝 匿名 堀口直子 オクミヤキョウコ 小金井聖公会食

事会 聖アンデレ教会 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 神愛教

会 千住基督教会 葛飾茨十字教会 聖ルカ礼拝堂 東京聖十字教会 聖マーガレット教会 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 梅田晶子 河村桂子

栫久美子 大久保えま子 堀楚乃子           （2014年 11月 1日～2015年 5月 31日）

2015年 6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

長内英樹様         ラ・フランス・南高梅・りんご・洗剤・果物・みかん・菓子セット

  りんご・レアチーズケーキ・ぶどうジュース・神戸プリン          

奥野貢様          りんご

岩崎明美様         酒

諸聖徒教会         果実・野菜・菓子

羽深幸夫様         シミ取洗剤

香蘭女学校         カレンダー

桑原恵美子様        お菓子の家

関澄子様          りんご

杉崎たかこ様        りんご

木戸美智代様        米・味噌・砂糖

日立 目白クラブ      クリスマスケーキ

飯塚和様          米

小林尚湖様         雑貨

岩崎明美様         米・菓子

鈴木英一様         米・菓子・保存食

柴和子様          洗剤

神谷まり様         手芸品

花王（株）コーポレートコミュニケーション部門貢献室    紙おむつ・洗剤等

鈴木英一・幸子様      郵便切手

リアルメイト        住居用洗剤

岩崎明美様         米

小林紀子様         雑貨・缶詰

高瀬典子様         バザー用品

渡辺三恵子様        タオル・缶詰・オリーブオイル

盛岡市立城東中学校     茶葉・タオル

竹内朋子様         食器・おもちゃ・手袋

山形壽太郎様        手芸品・海苔

アンジー様         バッグ

関谷隆一・礼子様      バザー用品

千葉美智代様        米・わかめ

神谷まり様         コースター・アクリルたわし

中道直美様         洗剤等

佐野様           便箋等

堀洋三様          郵便切手

大西健之様         六生様書の絵葉書

小林陽子様         米・バスタオル・缶詰・絵本・切手・便箋

セカンドハーベスト･オブ･ジャパン 毎月 1回  食品多数  （2014年 11月～2015年 5月）

2015年 6月 ぶどうのいえだより
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これからこれから

秋のバザー

2015 年 10 月 18 日(日)  11：30～14：00
多くの方のご来場をお待ちします。献品もよろしくお願いいたします。

    なお、中古衣料は中止となりました。

     

   ぶどうのいえ 20 周年記念感謝会

2015 年 11 月 7 日(土)

14：00～17：00

  講演会・コンサート・パーティー

1995 年 11 月のスタートからの歩みを

振り返ります。皆様、お出かけ下さい。

<ぶどうのいえ>

Tel：03-3818-3362

Fax：03-3818-3392

参加ご希望の方は 10月 17 日までにご連絡ください。

チャリティーイベント

尾松純子 語りの世界

  例年好評の会が今年も開催されます。

ぜひお楽しみ下さい。

2015 年 12 月 12 日（土）

詳しくはイベント事務局へお問い合わせ下さい。

     Tel：03-6205-5531 イベント事務局 鵜飼良機

早くも夏のような暑さです。いかがお過ごしでしょうか。

今年は秋に 20 周年行事があり、記念誌を発行いたします。そのため本誌は春号と夏号を合わせ

ております。ご承知下さい。

これから

これから

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

ぶどうのいえだより2 015 年6 月

編集後記


