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本日は、ご多用中のところご出席いただき

まして誠に有難うございます。また、「ぶど

うのいえ」の運営につきまして、日頃からの

ご協力とご支援に心から感謝しております。

さて、前年度は、「ぶどうのいえ

創立２０周年」という大きな記念の

年を迎えて、日常運営の面でも大き

な盛り上がりを得ることができまし

た。一方、今年度は、新体制での運

営が注目される大切な年度でありま

したが、なかなかに難しい年度であ

ったと思います。

幸い、年度収支の面では、食堂エ

アコン修理の他にはこれといって大

きな工事はなく、ボランティアの皆

さんの手堅い日常運営に支えられて、

ほんの僅かながらも黒字の決算とす

ることができました。しかしながら、施設稼

働状況のバロメーターである、「利用者数」

と「部屋利用率」の実績を見てみると、２０

１６年度の「年間利用者延人数」は「2,178

人」に止まり、これまでの年間利用者数の一

つの目安であった「3,000 人」の大台を大き

く割り込んでいます。また、「部屋の利用率」

も、９月に長期滞在者のキャンセルもあり、

「21.2％」と低迷した後に、１１月には

「15.4％」となり、その結果、年間の「部屋

利用率」は「35.1％」と、ワースト記録を更

新してしまいました。これには心底から驚か

され、今後の運営の在り方に大きな改善課題

があることを痛感させられました。

こうした動向は、ぶどうのいえと同じよう

な環境にある他の滞在施設でも、同様の状況

にあることを耳にしています。国の厚生政策

により、入院期間の短縮や積極的な自宅療養

の誘導策がとられていることも、滞在日数の

減少に大きく影響しているように感

じられます。また、地方での高度機

能病院の建設・整備も進められてお

り、上京しての検査や入院治療の必

要性が減っていることも指摘されて

います。

さて、今年に入ってからも部屋の

利用率は低迷して、先行きが懸念さ

れました。けれどもこの 3 月は、や

はり春休みということもあり、例年

通り、部屋の利用率も大きく改善し

ています。こうした動向に「一喜一

憂する」ことなく、ボランティア会

での話し合いなどを通じて、ぶどう

のいえとしての対処策を検討し、講じていき

たいと思っています。

また、「難病とたたかうこどもたちとその

家族を支援する」働きのために必要とされる、

施設面の充実や活動の源である「ボランティ

ア」の確保等にも、ホームページなどを活用

し、積極的に取り組んでいきたいと思ってい

ます。さらに、広報活動等を通じて、ぶどう

のいえの「運営会員」の増加にも、改めて努

力していきたいと思います。

今後とも、誠意を尽くして活動していきた

いと思っていますので、宜しくご支援いただ

きますようお願い申し上げます。

        （ぶどうのいえ理事長）
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ぶどうのいえ 第 12 回運営委員会総会

1. 招集年月日 2017 年 2 月 19 日

2. 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

3. 開催日時 2017 年 3 月 19 日 午後 3 時

4. 社員総数 62 名

5. 出席した社員 40 名

内訳 本人出席 15 名

委任状出席 25名

2017年 5月 ぶどうのいえだより
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２０１６年度 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 20 13 26 25 23 25 27 30 18 27 19 19 272

 利用家族数 13 9 20 18 15 22 25 27 16 26 17 18 226

 利用者数　大人 21 12 29 29 22 34 36 42 22 34 27 24 332

　　　　　　　子ども 7 6 13 8 5 18 15 18 4 6 3 10 113

　　　　　　　合計 28 18 42 37 27 52 51 60 26 40 30 34 445

 利用者延人数 227 154 210 237 248 227 190 197 120 152 79 137 2,178

 利用延日数 147 99 115 160 203 156 107 97 70 118 54 84 1,410

 部屋の利用率％ 43.1% 32.1% 33.7% 48.5% 59.5% 47.3% 31.4% 28.4% 21.2% 34.6% 16.4% 24.6% 35.1%

 ボランティア延人数 78 80 87 79 78 85 67 89 75 66 70 67 921

［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　２,１７８ 人　の方が利用された。

利用者は前年より　９３４　人　減少 した。

２０１６年度 （第１７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　　2016年1月1日～2016年12月31日
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〈利用病院状況〉                                 ( )枠 新規の方

   東京大学付属病院      75 名 (18)       東京育成医療センター          3 名  (3)

     順天堂大学病院          35   (5)        国際医療センター              2    (1)

     日本医科大学病院          32  (7)        東京医科研          3  (3)

     東京女子医大                28               ＮＴＴ東日本関東病院          1    (1)

     慶応大学病院                 8    (1)        都立大塚病院                  1

     東京医科歯科大学病院         7    (4)        東京警察病院                  1    (1)

     国立がんセンター             4    (1)        昭和大学付属病院              1    (1)

     東京慈恵医大病院             2                東邦大大森                     1    (1)

     東京医科大学病院             2    (1)        都立広尾病院                  1    (1)

      聖ルカ                   4  (2)        東大医科研                      3

  筑波大                  2               水野記念病院         1    (1)

                          はしもとクリニック            1   (1)

                                                   光の花クリニック              1    (1)

                                                  

                                                                            計 219 名

〈ボランティア業務状況〉
・登録ボランティア数 32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  921 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）〉
・ 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 11:00〜16:00

・ 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〉
・ 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〉                              出席 欠席委任状    

    第 90回 2月 6 日（土）14:00〜16:00     7           7     

    臨時    3 月 20 日（日）16:00〜17:00      13           3    

    第 91回 5月 22 日（日）15:00〜17:00      13        3          

    第 92回 7月 16 日（土）15:00〜17:00      10        6       

    第 93回   9 月 24 日（土）13:00〜15:00    10         6      

    第 94回  11 月 26 日（土）13:00〜15:00   10     6     

〈常任理事会〉理事長 副理事長（2名） 事務局長 顧問
      2 月 3日  (水)   15:00～16:00

         3 月 11日 （金） 15:00〜17:00

               5 月 11日 （水） 15:00〜17:00 

2017 年 5 月 ぶどうのいえだより
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第 92 回 7月 16 日（土）15:00〜17:00      10        6       

    第 93回   9 月 24 日（土）13:00〜15:00    10         6      

    第 94回  11 月 26 日（土）13:00〜15:00   10     6     

〈常任理事会〉理事長 副理事長（2名） 事務局長 顧問
      2 月 3日  (水)   15:00～16:00

         3 月 11日 （金） 15:00〜17:00

               5 月 11日 （水） 15:00〜17:00 

         7 月 6日 （水） 15:00〜17:00

         9 月 14日 （水） 15:00〜17:00

       11 月 16日 （水） 15:00〜17:00

〔II〕広報活動に関する事業

〈施設訪問〉
     ・守口ぶどうのいえ   9 月 6 日（ 土 ） 理事長 顧問 交代挨拶

      ・京都ぶどうのいえ     9 月 7 日（ 日 ） 〃   〃   〃

               ・マグドナルドハウス東大    12 月 8 日（ 木 ） 理事長

               ・マグドナルドハウス世田谷 12 月 1 日（ 木 ） 〃

〈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：2016 年 4 月 29 日（祝）13:00〜14:30

    2016 年 10 月 16 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

  日時：2016 年 12 月 17 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 120 名

〈啓蒙活動〉
・ 季刊紙「ぶどうのいえだより」     5 月、12月発行

    

・ ぶどうのいえ来訪者

        2 月 17 日   日立親切会本部   岡田政紀氏      見学

        3 月 12 日   新田紗世氏  見学

       3 月 26 日   明治学院高等学校 斉藤友一郎氏 母・千奈美氏  見学

        4 月 2 日      中学生 武智恵美氏 母・武智ゆり氏   見学

        4 月 11 日      宮本奈美子氏 翼氏   見学

        4 月 25 日      セラピーハーブ奏者 中川愛弓氏

        5 月 7 日      土方一平氏 清水敦子氏 清水洋枝氏

       10 月 5 日   本間リイ子氏  見学

       10 月 12 日   小野由緒氏   見学

       10 月 15 日   細田くみこ氏    見学

       10 月 24 日   早稲田大学大学院 大隅薫氏 花岡真知子氏   見学

       10 月 28 日   早稲田大学大学院 照屋真紀氏 見学

      11 月 10 日      州崎福祉財団 理事長 山口氏  見学

      11 月 26 日      湯上莉穂氏  見学

      12 月 5 日   弥生一丁目町内会の方

       12 月 7 日   立教池袋中学・高等学校父母ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ 市川友紀子氏 三好道子氏

       12 月 9 日   立教女学校 藤の会 多田さなえ氏 飯塚亜希子氏 井上美穂子氏

2017 年 5 月

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
・ 大阪 守口ぶどうのいえ  意見交換 9 月 6 日 理事長 顧問     

・ 京都 京都ぶどうのいえ     〃   9 月 7 日     〃  〃

〔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

〈文京ソーシャル・イノベーション・フォーラム〉
   日時：平成 28年 12 月 11 日（日）

   主催：文京区区民部

   場所：文京区民センター会議室

   参加：理事長

〈研修会〉
    1) 第 17 回 JHHH 全国ネットワーク会議

日時：2016 年 8月 6 日（土）、7日（日）

主催：認定 NPO 法人ファミリーハウス

場所：独立行政法人 国立がん研究センター・イイノホール＆カンファレンスセンター

参加：理事 2名  、ボランティア 3名

2017 年 5 月 ぶどうのいえだより

単位：円

1.流動資産

　　現　金 885,740

　　郵便為替 3,569,256

　　郵便貯金 405,188

　　普通預金 5,447,927

　　定期預金 30,127,304

　　立 替 金 15,876

流動資産計 40,451,291

2.固定資産

　　備　　品 4,261,531

　　減価償却累計額 3,011,892

固定資産計 1,249,639

資産の部合計 41,700,930

1.流動負債

　　預り金 29,400

流動負債計 29,400

負債の部合計 29,400

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

5,692,109

43,421 　    

剰余金計 5,735,530

41,671,530

41,700,930

　　当期増減額

正味財産の部合計

負債及び正味財産の部合計

貸 借 対 照 表
平成２８年［2016年12月31日］

【資産の部】

【負債の部】

【正味財産の部】

　　期首繰越剰余金
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2017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 3,700,000 3,084,100
施設利用料 300,000 195,300
その他

事業収入合計 4,000,000 3,279,400
寄付金及び運営会費

受入寄付金（法人） 3,000,000 2,900,000
受入寄付金 5,500,000 6,123,975
受入寄付金（チャリティ） 200,000 366,600
受入支援金

小計

運営会費 50,000 66,000

寄付金及び運営会費合計 8,750,000 9,456,575
その他の収入

雑収入 10,000 5,150
受取利息 10,000 8,184
その他

その他の収入合計 20,000 13,334

収入の部合計 12,770,000 12,749,309

支出の部

給料手当 3,300,000 2,259,090
報酬 35,000 200,000
奉仕員活動費 470,000 482,710
外注費 300,000 29,160
広報費 300,000 553,600
渉外費 50,000 25,400
交通費 300,000 329,435
通信費 600,000 454,803
賃借料 5,443,200 5,443,200
保険料 80,000 59,920
保守修繕費 250,000 350,225
水道光熱費 2,000,000 1,334,420
公租公課 100,000 71,155
会議費 50,000 52,824
研究学習費 10,000 2,000
手数料 50,000 38,866
事務消耗品費 250,000 213,612
設備用品費 300,000 158,060
清掃費 250,000 251,210
クリーニング代 300,000 192,611
慶弔費 30,000 16,200
減価償却費 250,000 187,387
雑費 10,000 0
経費合計 14,728,200 12,705,888

予備費 500,000 0

支出の部合計 15,228,200 12,705,888

当期収支差額（当期正味財産増加額） △ 2,458,200 43,421

　　－平成２８年－　　　収支計算書　　［2016.1.1～2016.12.31］　　　単位：円
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２０１７年度（第１８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 2017 年 1月 1 日から 2017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、安全性の確保と居住環境の向上に努

め、滞在者を受け入れます。

＜広報事業＞

  広報活動として、「ぶどうのいえ」の事業を周知徹底させるために、季刊誌「ぶどうのいえだより」

の発行や企業・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

の配布やホームページの更新の他、新規に作成した当所施設・事業内容を紹介しているパンフレ

ットの活用により、積極的な広報活動を展開していきます。

＜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、他施設の見学会等を企画し、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 12,408

(定款 5 条の①) ４0 名 (13,628)

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 1200

(定款 5 条の②) 施設等 (スタッフ) (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 (スタッフ) ( 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 (スタッフ) ( 100 )

合計 13,808

                                                                                                                                   

2017 年 5 月 ぶどうのいえだより
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2017年 5月 ぶどうのいえだより

2015年 実績 2016年 実績 2017年予算案

事 滞在費収入 4,088,300 3,084,100 3,500,000

業 施設利用料受入 296,840 195,300 200,000

収 その他

入

事業収入計 A 4,385,140 3,279,400 3,700,000

12,712,150 12,705,888 14,308,200

0 0 500,000

△ 8,327,010 △ 9,426,488 △ 10,608,200

運営会費 72,000 66,000 70,000

受入寄附金(法人) 3,850,000 2,900,000 2,500,000

受入寄附金 7,668,388 6,123,975 5,500,000

受入寄附金 (チャリティ） 150,000 366,600 200,000

受入支援金 0

　小　計 11,740,388 9,456,575 8,270,000

そ 受入補助金

の 雑　収　入 340,000 5,150 10,000

他 受取利息 8,341 8,184 10,000

収

入

　小　計 348,341 13,334 20,000

他

支

出 　小　計 0 0 0

3,761,719 43,421 △ 2,318,200

認定NPO法人ぶどうのいえ　平成２９年[２０１７年]予算案

収 支 予 算 案

科　　　目

経　費　計 B

(内 予 備 費)

事業収支 A-B

寄
付
金
及
び
運
営
会
費

剰　余　金

科　目 2015年 実績 2016年 実績 2017年予算案

給料手当 1,524,888 2,259,090 2,500,000

報酬 66,822 200,000 35,000

奉仕員活動費 471,560 482,710 500,000

外注費 0 29,160 100,000

広報費 92,320 553,600 500,000

渉外費 30,000 25,400 50,000

交通費 368,665 329,435 350,000

通信費 545,131 454,803 500,000

賃借料 5,443,200 5,443,200 5,443,200

保険料 62,915 59,920 60,000

保守修繕費 88,584 350,225 300,000

水道光熱費 1,801,940 1,334,420 2,000,000

公租公課 71,543 71,155 80,000

会議費 35,665 52,824 50,000

研究学習費 2,200 2,000 10,000

手数料 40,748 38,866 40,000

事務消耗品費 202,438 213,612 250,000

設備用品費 31,752 158,060 200,000

清掃費 406,970 251,210 250,000

クリーニング代 144,729 192,611 300,000

慶弔費 20,000 16,200 30,000

減価償却費 236,018 187,387 250,000

雑　費 0 0 10,000

20周年記念事業費 1,022,642 0

雑損失 1,420 0

計 12,712,150 12,705,888 13,808,200

予備費 0 0 500,000

(計 ) 12,712,150 12,705,888 14,308,200

経　費　明　細
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報告 「シバタハウス」を訪ねて

西田恵子

去る 2月、私は福岡県福岡市の九州大学病院小児病棟近くに

ある「シバタハウス」を訪ねました。任意団体「福岡ファミリー

ハウス」が運営主体となっていて運営内容は「病院の近くの第 2
の我が家」をコンセプトに病院に近くてゆっくり休める滞在施設

として活用されています。利用対象者は九州大学病院や近隣病院

に入院・通院する 18歳以下の患者とその家族です。

ここまでは、私たちの“ぶどうのいえ”とほとんど同じです。

“病気の子どもと家族の滞在施設”という同じ目的を持った全国

ネットワーク会議で知り合った仲間ですから。しかし、私が「シ

バタハウス」の事を是非書かせていただきたいと思ったのは、

このハウスのストーリーがすごいという点です。実際に、行って

見て聞いて感動させられました。

「シバタハウス」は 2016 年 11月から OPEN。ハウスの中はア

パートの 2階のおしゃれで心地良い部屋で、病院付き添いの緊張

から少しでも解放されたいという時間と空間がある 3部屋でした。

2017年 5月 ぶどうのいえだより

理事・監事改選の件

大隈 廣 金井 玲子 横倉 正義 鵜飼 良機 森本 晴生 佐藤 武雄

椎橋 照子 西田 恵子 前田 美穂 岩竹 節子 仲谷 芳久 荒川こずゑ

小川 弥生 堀内 紀子 堀 楚乃子 梅田 晶子

田中 宏徂 土屋 賢一

被推薦理事

被推薦監事
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看板も手作りでアピール！

      刺し子の布巾

ボランティアの力作 好評です

五人娘

   いらっしゃいませ！ 売り子も楽しみました

毛糸のブローチなどもカラフルタオル、マイタオル。安いですよ！

「シバタハウスプロジェクト」ストーリー  ハウスが出来るまで

アパートはオーナーの柴田澄代さんが無償提供。改装工事等は福岡の工務店 10 社が集まった

「俺たち工務店ズ」や塗装集団「塗装ペインターズ」など熱い職人さんたちが、全国から集ま

って改築・塗装を仕上げて下さった。インテリアコーディネーターの有志「ＩＣズ」の方々は

建材・設備・インテリア用品等、調達可能なプランニングを立て、心地よい空間提案をおこな

ってくれた。開設には建築士や建築分野を志す学生ら 550 人以上の支援者が加わった。こうし

て築 44 年の建物がすっかりおしゃれな施設に生まれ変わった。

このお話を伺い、本当に感動しました。

高原登代子代表は「利用する方は『たくさんの方が支えてくれている』と、社会の温かさを

感じられると思う」と言われ、私はとても大切で大事なことだと思いました。そして高原代表

を支えている井本圭祐さんに拍手をお送りしたいと思います。

報告 ミニバザーは盛況でした！

4 月 29 日（祝）。 11:30 ~ 14:00
ぶどうのいえ脇の坂道をおりると、有名な根津神社があります。

毎年、今頃に「文京つつじ祭」が開催され、大勢の観光客が訪れ

ます。坂道に向かう方々に呼びかけると、立ち寄って下さるのです。

  「バザーやってま〜す！」「どうぞお入りくださ〜い！」

天気も良く、盛況でした。献品を送って下さった方々、来て下さった方々に御礼を申し上げ

ます。秋の大バザー（10 月 15 日予定）にも是非、お出かけ下さい。お待ちしています。

2017 年 5 月 ぶどうのいえだより

恒例の「手作り品づくし」その一部を紹介します
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★ ありがとうございました

寄付・会費の方々                （順不同・敬称略）

南みよ子 吉田雅枝 藤木祥子 渡邉厚子 菊地純子 永野訓男・つね 大西健之 清水孝郎 渡

邉誠 近藤初江 小林智子 河野良夫 満井美子 早川和子 堀内紀子 渡邉誠 聖アンデレ教会

藤井一功 みつばち倶楽部 磯部雅彦 秋田聖救主教会聖使幼稚園 矢崎美昭・卓子 林昌子 匿

名 加藤誠 関口一清 宮川裕子 奥野英子 川合ナオエ 佐々木慶子 松崎健三・加寿子 田中

芳子 渡辺眞理子 田中応佳 松代静江 宮本順子 保坂律子 髙橋知義 保浦泉・卓也 森田利

光 田中宏 田中悠子 林基治 松野敦子 山本敏子 匿名 小野翠 レーマン幸子 今野ひふみ

匿名 上床道子 弥生一丁目町会 東京聖テモテ教会バザー 福島製作所福島利一 渡邉一征・幸

子 鈴木紀郎 鳥海千里 髙橋遠 庄山悦彦 田村浩一 福地桂之助 横倉正義 中島和子 吉井

恭子 寺村佳江 酒井三貴子 志村弘子 虎谷道子 佐藤一男 門野倬也 塩田純子 花房正義

有賀徹 匿名 川村英男 及川陽 柳田幸子 伊東孝司 松田道子 藤野破魔雄 安蒜悦子 与良

啓子 富山佳子 藤田満智子 榊まゆみ 大庭一己 中岡正子 久須美康徳 小杉みどり 青井雅

美 小楠壽典 櫛田桃代 松岡享子 立教池袋中・高ボランティアグループ 石田寿満・きよみ 岡

村ゆき子 奥山正彦･維子 鈴木洋子 三本松由利子 前田美穂 佐々木繁子 吉田孜 木島智子

本間春枝 河村けい子 長尾由紀子 本岡恵美 松角恭子 馬場良子 宮永勝 北村アイリーン

織田恵子 門脇富美子 阿部基裕・順子 平野淳子 島田敏代 幾永昌英 立教女学院藤の会 堀

内弘之 西平心華子 匿名 黒須道子 多田美智子 桑田芳郎 赤坂康子 滝川輝子 浅見泰子

河内隆秀 加古欣一郎 萩谷治子 草野宣子 澤井美登里 阿部朋子 阿部園子 西村翠・亮平

澤砥正美 竹内尚子 渡辺洋子 宮野紀栄子 藤沢聖マルコ教会オリーブ会 赤松元子 恩田正雄

大西健之 神谷まり 畑井正春 兼子佐与子 小野祥子 水之江光佐子 香蘭女学校校友会保坂久

代 田中喜代子 奥野貢 清水玲子 立教女学院 三上百合子 小野里俊一・日出子・直美 匿名

中杉商事(株) 吉田あこ 中澤洋子 清水浩 匿名 吉田雅子 木村美樹枝 小口淳子 岡田良二

地引伸子 戸叶園美 富岡房江 倉田静江 福田允子 石渡康弘 松井和男・弘子 服部さち 井

上弓子 関澄子 細谷ゆき子 中川喜代 相川充代 百井幸子 明治学院高等学校 中川尚子 篠

原茂信 福室美和子 志木聖母教会婦人会 倉石昇 三村英夫 中山義信 黎明保育園 堀内邦之

ぶどうのいえだより2017年 5月

クリスマスケーキ、クリスマスプレゼントを頂きありがとうござ

いました。

とても大きなクリスマスケーキを見せていただきました。クリス

マスプレゼントをそっと置いて下さった心遣い、やさしいさに涙

があふれました。医療制度や病気の事や生活、学校、色々と世の

中思うようにいかない事だらけで、頑張りも疲れる時もあり、今

が疲れ気味の所でしたが、また、気をひきしめ、頑張れる気がし

ます。本当にありがとうございました。みな様もお体に気をつけ

て、良い新年を迎えられます様心より願っています。

昨夜は思いがけないクリスマスプレ

ゼントを戴きありがとうございまし

た。私には一生忘れられない一夜と

なりました。皆様に感謝いたします。

「12月25日 滞在者より」
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竹内幸子 匿名 橋元祐之 匿名 神田キリスト教会婦人会 中川李枝子 佐藤由美子 白井充子

大隈廣 渋谷聖ミカエル教会婦人会 イマイノリヒロ 香蘭女学校 戸村祐宇子 尾松純子 内藤

智雄 内藤静代 芦屋聖マルコ教会 水戸聖ステパノ教会日曜学校 匿名 館國・泰子 渡辺修一

水戸聖ステパノ教会聖マリア婦人会 磯貝敏幸 日本聖公会聖パウロ教会 橋本恵理子 岡野峻

スギウラヒデユキ (株)日立国際電気 日立金属(株) 日立建機(株) (株)日立システムズ (株)日
立保険サービス 匿名 暁星小学校シャミナード会 田中宏徂 新福真千子 小田原聖十字教会

日曜学校花園幼稚園 赤塚朱実 土井基子 倉辻�明男 岩田敬三 聖テモテ教会ケーキ班

林さち子 堤佳代 梅田晶子 小林陽子 廣田まり子 岩垂洋子 金井玲子 外山博子 平良

陽子 山口學 五十嵐洋子 五十嵐紗那子 山崎慶子 村山せい子 親切会関東支部 丸山恒

内ケ崎儀一郎・昌子 吉岡容子 匿名 岩竹節子 聖オルバン教会 日立キャピタル(株) (株)
日立製作所 (株)日立ソリューションズ (株)日立ハイテクノロジーズ (株)日立物流 日立工

機(株) 岸まち子 横山融 国際ソロプチミストアメリカ日本東日本リジョン東京―弥生 渡

邉誠 矢崎十三 櫨山真知子 吉田笑子 菊地純子 國吉礼子 川岸達之 大島とも子 漆山

愛子 戸倉淳 小池弘 新生礼拝堂 荒木悦子 吉成静枝 荒川雄行 荒川こずゑ 荒川温子

野島千恵 岡野峻 堀楚乃子 飯田満喜子 大久保えま子 渡邉誠 樋口里子 聖ヨセフ宣教

修道女会フィリピンボランティア 賀来秀文 大西健之 三村信子 坂田基子 立教女学院

                    （2016・10・1～2017・3・31）

★ ありがとうございました

                              （順不同・敬称略）

中川李枝子(2017 年カレンダー20 冊) 小林尚子（雑貨） ﾀﾞｲｴｰｲｴﾛｰｼｰﾄｷｬﾝﾍﾟｰﾝ（食品 74 点） 北

野邦夫（米） 奥野貢（果実） 長内英樹（食品） 廣畑徳子（雑貨） 東京諸聖徒教会（果実）

根谷崎百合子（果実） 髙橋春奈（食品・雑貨） 長内英樹（果実） 関澄子（果実） 長内英樹

（果実） 桑原恵美子（クリスマス菓子） 匿名（食品） 神田キリスト教会婦人会（雑貨） 長

内英樹（果実） 山形壽太郎（果実・食品） 市川一世（果実） 長内英樹（果実） 長内英樹（食

品） 匿名（雑貨） 神谷まり（雑貨） 長内英樹（食品） 堀洋三（郵便切手） 匿名（食品）

小林ひろみ（食品） 花王（株）社会貢献部（衛生用品・雑貨） 臼杵久美子（食品） 鈴木浩二

（雑貨） 長内英樹（果実） 長内英樹（食品）

                      （2016・10・1～2017・3・31）

    

桜の季節があっという間に終わり、ぶどうのいえの庭は緑の木々と草花が美しくなりました。

お近くにいらしたら是非お立ち寄り下さい。お部屋の見学も随時受け付けています。

（編集 西田、堀内の）

ぶどうのいえだより2017 年 5 月

認定 NPO 法人 ぶどうのいえ
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