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理事長交代 新理事長 大隈 廣

「試練」というものは、突然襲って来るものと覚悟していましたが、今回の理事長交代の件

は、堀内理事長もまだ任期途中であり、何とかすり抜けて、私の守備範囲である、ぶどうのい

えの施設・設備の管理・整備に努めていれば良いと思い込んでいました。それが今回ばかりは

そうはいかず、あっさりと御用となってしまいました。私のぶどうのいえの活動は、ぶどうの

いえがＮＰＯ法人に切り替わった時にご推薦をいただき、理事に就任してから早くも１７年が

経過しましたが、これを機会に大改心して、理事長の大任を果たしていきたいと思っておりま

す。

ぶどうのいえも設立２０周年が経過しましたが、これまで掲げてきたモットー、利用者にと

っての「第２の我が家」の提供という使命を果たしていくために、今後とも、利用者の方々が

安全・快適でゆっくりと休める「我が家」を提供していきたいと願っています。引き続き、ご

理解とご支援をいただきますよう、宜しくお願い致します。

ご承知の通り、「ぶどうのいえ」が入居している施設は、今や築５０年に達しようとしていま

す。これまでも堀内理事長のご尽力で、滞在室の居住性の向上のために、バス・トイレ等の水

回りや空調機器の全面的な換装、照明器具のＬＥＤ化等を実施するなど、設備のリニューアル

を精力的にこなしてきましたが、皆さまのお力をお借りして、ぶどうのいえの活動を将来に繋げ

ていく、設備改善を心掛けて参りたいと思っています。

今後とも、「難病の子供たちとご家族」を巡る環境条件の改善や小児医療の革新を祈念しつつ、ぶ

どうのいえの日常の活動と運営を、ますます充実・発展させていくことができますように、理事・

監事をはじめ、ボランティアの皆さんと力を合わせて努力して参りますので、ご鞭撻のほど宜しく

お願い申し上げます。

            退任にあたって        前理事長 堀内 昭

この度、ぶどうのいえは大隈廣氏を理事長に迎え、新たな出発をいたします。これは突然の決定

ではありません。20 周年までが、自分の任期と決めていました。15 年間、理事長として勤めさせ

て戴き、多くの経験をしました。振り返りますと、2001年 3月 18日の運営総会で、理事長であっ

た当時の大畑司祭の突然の転勤に伴い、理事長を任されることになりました。開設以前の 1994 年 9

月 25 日の「東京聖テモテ愛の家（仮称）計画準備委員会」では、委員長の南良夫氏を補佐し、95

年 1月 22日に発足した運営小委員会では、委員長として関わりました。同年 11 月 5日には、宗教

法人日本聖公会東京聖テモテ教会「聖テモテ愛の家」として出発し、1999 年 11 月に NPO 法人と

なり、10周年直前に認定 NPO 法人となりました。
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思えば開設当時、民間で 10 室を越える施設は殆どなく、小児がんに罹ると生存率が低かっ

たのが、飛躍的な医療の進歩で現在では治癒率が上がりました。また、東京に一極集中してい

た最新の医療が地方へも拡がり、ぶどうのいえのような滞在施設が、この 20 年で全国に 100
以上出来たことは、驚くべきことです。その大半は国立病院の付属施設などであり、大きな財

団が 10 室以上の施設を数カ所建設しました。さらに長期の入院から短期の入院に期間が短く

なり、日頃は地方の病院へ通院し、春、夏休みに東京の病院へ診察に来るというパターンに代

わりました。

ぶどうのいえ開設 20 周年を過ぎた今、退任にあたり、世の中の大きな変化を受け止めつつ

日頃の運営を支えて下さる事務局長、ボランティアの諸姉やご支援を下さる多くの個人の方々

やご支援戴いている諸企業に感謝を申し上げる次第です。

施設の老朽化等に関しては、気になりますが幸いにも次期理事長の大隈廣氏は、精力的にこ

の問題と取組んでくれていますので、安心しています。

今後とも、ぶどうのいえと新理事長を宜しくお願い申し上げます。

      ぶどうのいえ 第 16 回運営会員通常総会

挨 拶

本日は、ご多忙のところ、第 16 回ぶどうのいえの運営総会にご出席下さり感謝です。この

頃は 1日が、また 1年がまたたく間過ぎて行くように感じられます。しかしながらこの 1年は、

ぶどうのいえにとって充実した 1 年であったと思います。

毎年のご挨拶にも申し上げていますように、ぶどうのいえでは専従の職員を財政上、雇用す

ることが出来ないため、各曜日のボランティア諸姉兄が責任をもって翌日へ申し送りして下さ

る為に順調に運営されています。いつもぶどうのいえの誇りとして、ボランティアの皆様に感

謝しています。また、廉価な費用で 11 室を運営していますので、多くの個人の方々、日本聖公

会東京教区をはじめ日立製作所や関連企業や他の企業のご支援等、有難うございます。御礼申

し上げます。

先ず、20 周年記念会を無事ご支援下さる皆様と共に迎えることが出来ました。11 月 7 日に

ぶどうのいえの滞在者、元滞在者を含め 80 名余の方々と共に祝うことが出来ました。記念式

では、前理事長大畑喜道氏の講演、渡邉哲夫氏のフルートとおしゃべり、その後は場所を代え

て祝会に移り、和気あいあいの懇談の中に時間の経つのも忘れてしまう盛り上がりでした。お

帰りには『20 周年記念誌』と谷根千の名物「菊見煎餅」をお持ち帰りいただきました。

2016年 5月 ぶどうのいえだより
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『20 周年記念誌』は、西田恵子編集委員長を中心に編集委員の方々が春のころから真夏の猛暑

の中まで、原稿の依頼や原稿の割り付けなどを行いました。年表を初めぶどうのいえの資料の

整理等を行い、出来るだけカラーで取り入れることにしました。委員長のアイディアと表紙のデザ

インをして下さった宮尾春世氏のお陰で大変見やすい記念誌が出来上がりました。

ぶどうのいえは、20 周年を迎えましたが、施設は東京聖テモテ教会の女子寮として 27 年使用後、

建物を改修したので築 47 年経過しています。配管を初めあちこちに老朽化が目立つようになりまし

た。特に屋上の改修は、大家さんの教会側にお願いしました。ぶどうのいえも空調機の更新や館内

の照明を省エネルギーを考慮して LDE に交換しました。トイレやお風呂の不具合も出て来ました。

308 室は、定員 3 名の部屋ですので、トイレの老朽化の改修に伴い、思い切って浴室とトイレを切

離すことにしました。今後はご利用の方々に以前よりは快適に過ごすことが期待できます。

毎年、ぶどうのいえでは 200 万円程度の赤字の予算を計上してきました。そろそろ岩井久雄運営

基金を取崩さなければならないかと覚悟していました。平成 27 年度も、2,176,200 円の赤字の予算

を計上しましたが、20 周年を記念をしてご寄付を下さった多くの方々のお陰で、久し振りに 376 万

円の黒字決算を行うことが出来、余剰金の計が 569 万円となり、ホッと一息つくことが出来ました。

改めて感謝申し上げます。

このようなことをお話しするとご寄付はお金というように誤解があるかと思いますが、利用者の

方々がぶどうのいえに滞在されお過ごし戴くためには、お米、缶詰、レトルト食品、冷凍食品等が

必要です。これらの物資も多くの方々からご寄付戴いています。また手芸品等をお送り戴き、バザ

ー等で販売させて戴いています。

今後も物心両面でご支援戴ければ利用者の方々も助かると思いますので、宜しくお願い申し上げ

ます。本日は、有難うございました。              （理事長 堀内 昭）

総会内容

    

１．召集年月日   2016 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    2016 年 3 月 20 日 午後 3 時

１．社員総数 67 名

１．出席した社員数 46 名

     内訳  本人出席 16 名

         委任状出席 30 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。

2016年 5月 ぶどうのいえだより
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2016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　３,１１２ 人　の方が利用された。

利用者は前年より　１９９人　増加 した。

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 30 31 34 20 16 19 24 26 14 32 20 27 293

 利用家族数 24 18 31 16 12 15 19 18 11 26 15 23 228

 利用者数　大人 30 25 46 25 24 20 33 33 17 35 21 39 348

　　　　　　　子ども 13 4 14 5 4 7 17 6 8 12 6 8 104

　　　　　　　合計 43 29 60 30 28 27 50 39 25 47 27 47 452

 利用者延人数 259 293 395 165 252 174 270 295 135 297 241 336 3112

 利用延日数 150 170 205 124 176 127 175 172 67 168 157 191 1882

 部屋の利用率％ 44.0% 55.2% 60.1% 37.6% 51.6% 38.5% 51.3% 50.4% 20.3% 49.3% 47.6% 56.0% 46.9%

２０１5年度 （第１6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　　2015年1月1日～2015年12月31日
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〈利用病院状況〉

東京大学付属病院 71 名 都立大塚病院 2 名

東京女子医大東医療センター  36 昭和大学病院 2      

慶応大学病院 26 虎の門病院 2

日本医科大学病院 29 東京警察病院 2

順天堂大学病院 28 八重洲クリニック 2

東京医科歯科大学病院 7 東京新宿メディカルセンター 1

国立がんセンター 3 がん研有明病院 1

東京医科大学病院 3 永田小耳形成外科クリニック 1

                                                                             計 216 名

  

〈ボランティア業務状況〉

・登録ボランティア数 30 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    887 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〉

・ 勤務 週 4 日  3 時間/日

・ 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〜12 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 85 回 2 月 7 日（土） 14:00〜16:0 出席 9 名  欠席委任状 3 名

    臨時 3 月 15 日（日） 16:30〜17:00 8             4

    第 86 回 5 月 24 日（日） 15:00〜17:00 9             5

    第 87 回 7 月 25 日（土） 13:00〜14:30 7             7

    第 88 回 9 月 26 日（土） 13:00〜14:30 9            5

    第 89 回 10 月 31 日（土） 13:00〜14:30 11 3

〈常任理事会〉理事長 副理事長（2 名） 事務局長

2 月  4 日 （金） 5:00～16:00

3 月 11 日 （金） 5:40〜16:30 

5 月 22 日 （金） 5:00〜16:00 

7 月 20 日 （金） 15:00〜16:00

9 月 16 日 （水） 15:00〜16:30

10 月 28 日 （水） 15:00〜16:00

2016年 5月 ぶどうのいえだより
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〔II〕広報活動に関する事業

〈本年度の特別活動〉

・ぶどうのいえ 20 周年記念感謝会 11 月 7 日（土）14:00

招待者、理事会、ボランティア、滞在者、元滞在者、マスコミ等 80 名

〈施設訪問〉

・そらぷちキッズ    10 月 17 日（土） 理事 運営委員

・守口ぶどうのいえ  11 月 3 日（土） 理事長

〈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：2015 年 4 月 29 日（祝）13:00〜14:30

   2015 年 10 月 18 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 他 (ギター、フルート演奏：橋本保憲･弥寿子夫妻）

  日 時：2015 年 12 月 12 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 130 名、夜の部 約 90 名

〈啓蒙活動〉

・ 季刊紙「ぶどうのいえだより」      5 月発行

・ ぶどうのいえ 20 周年記念誌       11 月発行

・ ぶどうのいえ来訪者

1 月  9 日 （株）日立システムズ 野村康弘氏

3 月 20 日 岩手県盛岡市城東中学校 小林美和先生

4 月 9 日 文京区社会福祉協議会 3 名

4 月 16 日 岩手県盛岡市城東中学校 生徒 7 名

4 月 24 日  目白聖公会 清水氏

5 月 15 日 フルート奏者 渡邊哲夫氏

5 月 19 日 元滞在者 米本芳子氏

5 月 25 日 東京法務局 1 名  

6 月 9 日 まるや 黒木駿氏

6 月 13 日 元理事 西川豊旦氏

8 月 18 日 元滞在者 南部香織氏

9 月 14 日 阿部節子氏 見学、ボランティア希望

9 月 16 日 NHK 記者 木下真氏 取材

9 月 22 日 目白聖公会 清水氏、夫人

9 月 30 日 エリザベスサンダースホーム 石井健一氏、木村義介氏

10 月 8 日  一粒の麦の会 足立征三氏 他 20 名 見学

11 月 3 日 野島千恵氏 見学、ボランティア希望

11 月 5 日 目白聖公会 田中茂明氏 小菅由美子氏

11 月 18 日 立教女学院同窓会・藤の会 水野真季氏 矢嶋利奈氏

11 月 27 日 藤田満智子氏 見学

12 月 4 日 立教中学高校父母ボランティアグループ 新谷浩子氏、松本弘美氏

12 月 16 日 国際ソロプチミスト東京—弥生 津田厚子氏

     

2016年 5月 ぶどうのいえだより
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貸 借 対 照 表
平成２７年［2015 年 12 月 31 日］

単位：円

【資産の部】

1.流動資産

  現 金           575,204

  郵便為替         3,055,564

  郵便貯金           828,983

  普通預金           5,616,069

  定期預金           30,120,909

  立 替 金            15,876

流動資産計 40,212,605

2.固定資産

  備  品            4,261,531

  減価償却累計額 2,824,505

固定資産計 1,437,026

資産の部合計 41,649,631

【負債の部】

1.流動負債

  預り金 21,522

流動負債計 21,522

負債の部合計 21,522

【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 1,930,390

  当期増減額 3,761,719     

剰余金計 5,692,109

正味財産の部合計 41,628,109

負債及び正味財産の部合計 41,649,631

６

〔III〕援助・支援に関する事業

・ 大阪 守口ぶどうのいえ 10 周年記念会 11 月 3 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 16 回 JHHH 全国ネットワーク会議

日時：2015 年 10 月 17 日（土）10 月 18 日（日）

共催：北海道ファミリーハウス、ファミリーハウス

場所：札幌

参加：理事長、理事、運営委員 計 3 名

2016年 5月 ぶどうのいえだより
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2016年 5月 ぶどうのいえだより

科目 予算 決算

収入の部

事業収入

滞在費 3,600,000 4,088,300

施設利用料 270,000 296,840

その他

事業収入合計 3,870,000 4,385,140

寄付金及び運営会費

受入寄付金（法人） 3,000,000 3,850,000

受入寄付金 5,500,000 7,668,388

受入寄付金（チャリティ） 150,000 150,000

受入支援金 300,000 0

小計

運営会費 50,000 72,000

寄付金及び運営会費合計 9,000,000 11,740,388

その他の収入

雑収入 300,000 340,000

受取利息 10,000 8,341

その他

その他の収入合計 310,000 348,341

収入の部合計 13,180,000 16,473,869

支出の部

給料手当 2,300,000 1,524,888

報酬 33,000 66,822

奉仕員活動費 450,000 471,560

広報費 300,000 92,320

渉外費 50,000 30,000

交通費 300,000 368,665

通信費 550,000 545,131

賃借料 5,443,200 5,443,200

保険料 80,000 62,915

保守修繕費 250,000 88,584

水道光熱費 2,500,000 1,801,940

公租公課 120,000 71,543

会議費 50,000 35,665

研究学習費 50,000 2,200

手数料 50,000 40,748

事務消耗品費 300,000 202,438

設備用品費 300,000 31,752

清掃費 250,000 406,970

クリーニング代 200,000 144,729

慶弔費 20,000 20,000

減価償却費 250,000 236,018

雑費 10,000 1,420

20周年記念事業費 1,000,000 1,022,642

経費合計 14,856,200 12,712,150

予備費 500,000 0

支出の部合計 15,356,200 12,712,150

　　　　－平成２７年－　　　収支計算書　　［2015.1.1～2015.12.31］　　　単位：円

当期収支差額（当期正味財産増加額） 2,176,200 3,761,719△
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２０１６年度（第１７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 2016 年 1月 1 日から 2016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。20周年記念誌を 2000部作製したので、

記念誌の配布等により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

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 13,628

(定款 5 条の①) ４0 名 (12,856 )

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 ぶどうのいえ近隣 化にも資する 900

(定款 5 条の②) 施設等 (スタツフ) (1,800)

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 14,728

2016年 5月 ぶどうのいえだより
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3. 理事辞任及び推薦の件

辞任理事 堀内 昭

被推薦理事 堀内 紀子  堀 楚乃子  梅田 晶子

2016年 5月 ぶどうのいえだより

2015年予算 2015年 実績 2016年予算案

事 滞在費収入 3,600,000 4,088,300 3,700,000

業 施設利用料受入 270,000 296,840 300,000

収 その他

入

事業収入計 A 3,870,000 4,385,140 4,000,000

15,356,200 12,712,150 15,228,200

500,000 0 500,000

△ 11,486,200 △ 8,327,010 △ 11,228,200

運営会費 50,000 72,000 50,000

受入寄附金(法人) 3,000,000 3,850,000 3,000,000

受入寄附金 5,500,000 7,668,388 5,500,000

受入寄附金 (チャリティ） 150,000 150,000 200,000

受入支援金 300,000 0

　小　計 9,000,000 11,740,388 8,750,000

そ 受入補助金

の 雑　収　入 300,000 340,000 10,000

他 受取利息 10,000 8,341 10,000

収

入

　小　計 310,000 348,341 20,000

他

支

出 　小　計 0 0 0

△ 2,176,200 3,761,719 △ 2,458,200

収 支 予 算 案

科　　　目

経　費　計 B

(内 予 備 費)

事業収支 A-B

剰　余　金

寄

付

金

及

び

運

営

会

費

科　目 2015年予算 2015年 実績 2016年予算案

給料手当 2,300,000 1,524,888 3,300,000

報酬 33,000 66,822 35,000

奉仕員活動費 450,000 471,560 470,000

外注費 0 0 300,000

広報費 300,000 92,320 300,000

渉外費 50,000 30,000 50,000

交通費 300,000 368,665 300,000

通信費 550,000 545,131 600,000

賃借料 5,443,200 5,443,200 5,443,200

保険料 80,000 62,915 80,000

保守修繕費 250,000 88,584 250,000

水道光熱費 2,500,000 1,801,940 2,000,000

公租公課 120,000 71,543 100,000

会議費 50,000 35,665 50,000

研究学習費 50,000 2,200 10,000

手数料 50,000 40,748 50,000

事務消耗品費 300,000 202,438 250,000

設備用品費 300,000 31,752 300,000

清掃費 250,000 406,970 250,000

クリーニング代 200,000 144,729 300,000

慶弔費 20,000 20,000 30,000

減価償却費 250,000 236,018 250,000

雑　費 10,000 0 10,000

20周年記念事業費 1,000,000 1,022,642

雑損失 1,420

計 14,856,200 12,712,150 14,728,200

予備費 500,000 0 500,000

(計 ) 15,356,200 12,712,150 15,228,200

経　費　明　細
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報告 1 第 16 回 JHHHネットワーク会議に出席して

理事長 堀内 昭

北海道ファミリーハウス・ファミリーハウス主催  2015 年 10月 18日（日）北海道大学

前日、滝川市の「そらぷちキッズキャンプ」見学と懇親会が京王プラザホテルで行われた。

午前中の全体会議では、北海道ファミリーハウス活動報告と札幌がんセミナー理事長小林博氏の

「がんに挑む、がんに学ぶ」の講演を拝聴。午後は、4つの分科会に分かれて意見交換を行った。

小生は、分科会 C：『「わが家」らしい雰囲気づくり』に出席した。4 つのグループでは、７名と

いう小グループであり、その内 3名は主催者側であった。最初に自己紹介に始まり、各ハウスのわ

が家らしい紹介を行った。我々のぶどうのいえは、開設当初から「第二のわが家」として滞在者に

ゆっくりと、心置きなくお過ごし戴いていることをモットーにしているとお話した。

各ハウスから出された共通点は、①入口に花壇等や野菜園を設置し、季節の野菜をみそ汁の具に

利用してもらう。②広い空間を提供し、くつろいでもらう。③カーテンの色や模様替えなどをした

り、アートを壁に貼る。④温かみを持った心遣い。などであった。困っている点は、各ハウスとも

ボランティアの高齢化と新しいボランティアが増えないことであった。

分科会に参加して 理事 大隈 廣

「ボランティア分科会」には、７つの団体・１３名の方が参加しました。滞在施設は全国各地に

分散しており、施設の運営形態や勤務されているボランティアの年齢構成、勤務条件も様々でした

が、定着性の問題や高齢化対策などの「ボランティア不足」への対策等で共通の課題を抱えている

ことが良く理解できました。皆さんとの懇談では、ぶどうのいえの１１室の滞在室という施設規模

やボランティアだけで日常運営がなされていることなどが話題となり、関心を集めました。また、

他の施設で試みられている人材育成や人材確保のための取り組みについても、有意義な懇談がなさ

れ、貴重な経験交換の場となりました。

    ネットワーク会議              運営委員 荒川 温子

この度、前回に引き続き「第 16 回 JHHH ネットワーク会議」及び「そらぷちキッズキャンプ」見

学会に参加させて頂きました。

「そらぷちキッズキャンプ」がある場所は広大な敷地で設備も空気も素晴らしい所でした。恥ず

かしながら名前程度しか知らなかったのですが、病気の子どもたちやご家族が一時でも苦しいこと

を忘れ笑顔で過ごせているだろうことを思うと、このような施設や活動が

もっと知られれば良いのにと願うばかりです。分科会含むネットワーク会議も

大変有意義な時間を過ごさせて頂きました。参加された皆様の意見を聞きながら、色々考えさせら

れる部分も多くありました。活動から離れてしばらく経つ

のですが、気づいた点を共有し、間接的にでもハウスの

今後に役立てられればと思います。

参加する機会を頂けたことに心から感謝しております。

ありがとうございました。

2016年 5月 ぶどうのいえだより

そらぷちキッズ保健室プレート ツリーハウス
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報告2

      開設２０周年記念感謝会

                2015年11月7日（土） 午後2時〜5時

ぶどうのいえは1995年11月5日にスタートしました。20年を経て、今、振り返ると、如何に多くの方々との

関わりによってこの日を迎えることができたのかとあらためて気付きます。感謝を込めて記念の会を開きました。

プログラム 挨拶 ぶどうのいえ理事長 堀内 昭

      講演会 ぶどうのいえ創立者・前理事長 大畑喜道氏

         「ぶどうのいえのめざしてきたものとこれから」

      コンサート クレール木管五重奏団主宰 渡邊哲夫氏

          フルート演奏会

         「フルート演奏と楽しいトーク」

      懇親会  ワインと軽食  ビストロ・ポップコーン

         司会 理事 大隈 廣

         挨拶 副理事長 横倉正義

         閉会の挨拶 副理事長 金井玲子

記念会に、招待状や「ぶどうのいえだより」でも呼びかけ、また、現在の滞在者や元の滞在者にも参加をお誘い

したところ、80名の方々が出席して下さいました。

また、欠席の方からも多くのメッセージが寄せられました。 一部は当日発行の

『20周年記念誌』に掲載させていただきましたが、その他の一部をここに紹介します。

「10年一昔と言いますが、早いものですね。」

「ぶどうのツタのように良いご縁がどんどん伸びて行きますように。」

「続けてこそ価値ある活動と思います。」

「皆様の努力と心持ちの賜物と思います。」

「ボランティアの精神で運営しておられること。今の日本に一番必要なことと尊敬いたします。」

理事会とボランティア会の一同は、皆様からのお言葉に力を得て、この先の活動に弾みがつきました。身を引き

締めて頑張ります。ありがとうございました。 （堀内紀子）

2016年5月 ぶどうのいえだより
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尾松純子 語りの世界  

日時：2015 年 12 月 12 日（土）

出演：尾松純子・柿実早苗・鈴木節子・松野敦子

演奏：橋本保憲・橋本弥寿子

  

お話しの世界の優しい語り口と演奏で 200 名ものお客様は

  笑顔でお帰りになりました。ご支援、有難うございました。

★ ありがとうございました          

（順不同・敬称略）

南谷猷子 小野祥子 杉山三郎 西川豊且 天野美穂 匿名 五十嵐明子 市川浩一 大西健之

椎橋俊之 森田利光 姉川博子 堀楚乃子 宍道多麻子 竹内尚子 田村浩一 兼崎はる美 目白

聖公会婦人会 渋澤一郎 南みよ子 木下ひかり 小野寺利律子 聖オルバン教会 織田恵子 石

渡康弘 三井千里 匿名 渡邉誠 近澤淑子 聖ヨゼフ宣教修道女会 森村学園三浦優子 堀楚乃

子 戸倉淳 南部律司 井上弓子 高島しづ枝 大西健之 ナカシマカズヒコ 吉田栄子 百井幸

子 岸まち子 富岡房江 堀楚乃子 清水孝郎 永野つね 永野訓男 井上俊一 宮地和世 一粒

の麦の会 遠藤順子 中嶋雄一 鈴木百合子 森田淳史 本間昭雄 本間清郷 満井美子 早川和

子 堀内昭 小野翠 河野良夫 大西健之 聖アンデレ教会 匿名 本村奎子 ナガヤマユキコ

加藤季美枝 青井雅美 赤松元子 赤坂康子 益満美紀子 渡邉誠 立教女学院藤の会 匿名 堀

上床道子 福田佳子 福地桂之助 岡田良二 匿名 小口淳子 本間春枝 福室美和子 渋谷聖ミ

カエル教会姉妹会 レーマン幸子 佐藤幸子 庄山悦彦 渡辺眞理子 宮野紀栄子 宮本順子 松

井和男 清家絢子 藤田満智子 匿名 山本敏子 山田康夫 吉田昭子 石田寿満・きよみ 渡辺

修一 渡辺一征・幸子 ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾘｿｰｽ財団 中杉商事(株) 大庭一己 澤井美登里 匿名 鈴木洋二

門脇富美子 及川陽 久須美康徳 匿名 橋元祐之 青島敬子 黎明保育園おまつり広場実行委員

会上松惠子 本岡恵美 萩谷治子 櫛田桃代 浅見泰子・薫 片岡大造 榊まゆみ 梶井久子

(有)福島製作所福島利一 澤砥正美 関口一清 渡辺洋子 篠原茂信 多田美智子 松崎加寿子

澁谷鉦吉・弘子 野辺恭子 吉田弘子 富山佳子 島田敏代 高橋遠 戸倉淳 西村亮平・翠 小

林智子 花房正義 木村美樹枝 神谷まり 三本木由利子 佐藤一男 塩田純子 匿名 寺村佳江

カネコミツハル 立教池袋中高ボランティア 匿名 永田文明 河内隆秀 秋田聖救主教会聖使幼

稚園 奥山正彦 藤木祥子 弥生一丁目町会 堀内弘之 長谷川妙子 羽深幸夫 鈴木俊雄 木島

智子 中島和子 水戸聖ステパノ教会 陣内千鶴子 吉田あこ 鳥海千里 戸村祐宇子 田村浩一

宮川和子 北村アイリーン 酒井三貴子 清水玲子 渡邉厚子 川合ナオエ 志木聖母教会婦人会

山口学 中澤洋子 樋口里子 兼子佐与子 地引伸子 橋本恵理子 菊池悦子 尾松純子 植田義

子 新福真千子 中岡正子 匿名 小林信秋 東京聖テモテ教会 横倉正義 草野宣子 久富正明

大西健之 清水浩 鈴木公子 志村弘子 住吉秀一 織田恵子 今野ひふみ 遠藤恵子 小谷佳子

香蘭女学校校友会保坂久代 木村純子 国際ソロプチミスト東京－弥生 小杉みどり 辻善章・育

美 丸山恒 百井幸子 松代静江 相川充代 石渡康弘 聖公会神田キリスト教会 (学)香蘭女学

校 テモテ教会ケーキ班 飯塚俊一 与良啓子 三上百合子 匿名 松野敦子 松角恭子 森本晴

生 杉山葉子 明治学院高等学校 古谷野亘 堀内邦之・美砂 小林陽子 内山美由紀 藤沢聖マ

ルコ教会オリーブ会 堤佳代 飯塚忍 中川喜代 戸塚泰子 暁星小学校シャミナード会 大隈廣

加古欣一郎 小野寺達 村山せい子 杁山さち 加藤誠 東京聖十字教会 東京諸聖徒教会日曜学

校 鈴木勇二・洋子 田中宏徂 神品芳明 平良陽子 恩田正雄 山形寿太郎 國吉礼子 小田原

聖十字教会日曜学校花園幼稚園 鈴木紀郎 竹内尚子 大畑あさ 島治伸 大場誠 滝川輝子

2016年 5月 ぶどうのいえだより

報告 3報告 3
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椎橋俊之・照子 大畑喜道・敦子 聖オルバン教会 山崎慶子 小池修 金井玲子 村上光子 廣

畑徳子 角田みゆき 堀楚乃子 内藤静代 佐藤淑子 松田道子 内ケ崎儀一郎・昌子 広畑真弥

子 聖パウロ教会 (株)日立国際電気 (株)日立保険サービス (株)日立ﾒﾃﾞｲコ 日立建機(株)
(株)日立ハイテクノロジーズ (株)日立ドキュメントソリューションズ 日立工機(株) 日立キャ

ピタル(株) 日立金属(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 柳田幸子 イベント事務局 岩竹節子 長尾由

紀子 土屋賢一 外山博子 廣田まり子 岩垂洋子 親切会関東支部岡田政紀 田中宏徂 大西

健之 大阪聖アンデレ教会 賀来秀文 鈴木浩二 漆山愛子 東松山聖ルカ教会 村松夏子 立教

池袋中学校・高等学校 氏名不詳 五十嵐洋子 中川李枝子 三村信子 ノエル会 大滝瑠理子

大久保えま子 飯田満喜子 倉石昇 新生礼拝堂小池弘 立教女学院 中嶋雄一 テモテ教会ケー

キ班 荒木悦子 目白聖公会イクスディア (株)日立ビルシステム 酒井由美子 岡田順子 守口

ぶどうのいえ 山野上素充・由紀子 宮崎功 浅草聖ヨハネ教会 荒川雄行 畑井正春 大畑喜道

西田直人 鵜飼良機 ファミリーハウス 岡野峻 森下慎一 安藤徹也・厚子 大森聖アグネス教

会 田川尚登 高橋知義・寿乃 ひよこ教室 文京区社会福祉協議会 伊藤裕元 佐藤康祐 甲藤

善彦 藤井肇・わかば                     （2015・6・1～2016・3・31）

★ ありがとうございました

                        （順不同・敬称略）

小林陽子(食料品 切手) 長内英樹(食料品) 小林陽子(郵便切手等） 藤田良美(食料品) 羽深幸夫

（食料品） 鈴木英一（バザー用食器類） 長内英樹(食料品) 長内英樹(食料品） 井田真一(食料

品) 梅澤一江(食料品) 高崎竜二(洗剤) 長内英樹(食料品) 南部律司(洗剤) 長内英樹(洗剤・食料

品) 田中芳子(果物) 羽深幸夫(家庭用品) 花王石鹸(株)（紙おむつ・洗剤） 小林陽子(手芸品) 吉

田笑子(バザー用品) 関谷隆一・礼子(バザー用品・食料品等) 藤原雅子(洋品雑貨) 渡辺三恵子(洗
剤等・食料品) 広瀬志保美(家庭用品等) 清水捷子(衣類など) 藤井肇･わかば(食料品) 横倉正義

(食器等) 小林陽子(食料品等) 田中応佳(バザー用品) ﾀﾞｲｴｰｲｴﾛｰﾚｼｰﾄｷｬﾝﾍﾟｰﾝ(食料品) 岡本祐子

(食料品・郵便切手) アンジー(衣類・雑貨) 藤原雅子(洋品雑貨) 竹内朋子(家庭用品) 長内英樹

(食料品) 大庭一己(食料品) ﾀﾞｲｴｰｲｴﾛｰﾚｼｰﾄ ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ(食料品) 古瀬笑子(食料品) 奥野貢(食料品)
矢崎卓子(食料品) 志村良樹(生花) 平良陽子(カレンダー) 鈴木卯位子(食料品等) 根谷埼百合子

(食料品等) 赤松元子(食料品) 椎橋照子(手芸用品) 堀洋三(郵便切手) 長内英樹(食料品) 長内

英樹(食料品) 細田久美子(洗剤等) 山形寿太郎(食料品) 綿敬一・従子(食料品) 高橋正雄(郵便切

手) 鈴木卯位子(食料品等) 関澄子(食料品) 榊まゆみ(食料品等) 久富恵美子（食料品） 匿名（食

料品） 神田キリスト教会婦人会(手芸品) 桑原恵美子(食料品) 長内英樹(食料品) 長内英樹(食料

品) 田中応佳(雑貨) 長内英樹(洗剤) 岩崎明美(食料品) 関澄子(食料品) 花王石鹸(株)洗剤・お

むつ) 福島洋子(家庭用品) 高崎竜二(家庭用品) 神谷まり(手芸品) 長内英樹(食料品) 鈴木卯

位子(食料品) 久保田良子(食料品) ﾘｱﾙﾒｲﾄ(株)･ﾌﾟﾛｱｸﾄ(株)(洗剤) 廣畑徳子(手芸品)
                           （2015・6・1～2016・3・31）
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