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日頃より、「ぶどうのいえ」の活動に、

ご理解と温かいご支援をいただき、誠に

有難うございます。今年３月に行われま

した、第１８回の「運営会員通常総会」

につきましては、次ページ以降に掲載・

ご報告の通り、予定した報告、

議案共に丁寧な審議が行われ、

それぞれ原案通りご承認いただ

きました。本稿では、総会での

評議の経過も踏まえ、今後の事

業活動の取り組みについて、概

略のご報告をさせていただきま

す。

さて、最近の医療・医薬の発

達とともに、患者さんの入院期

間が短縮されつつあります。ま

た、一旦退院し、患者さんと家

族が滞在施設を利用しながら、

病院に通院して治療を続けることがで

きるようにもなってきています。そうな

ると、病室と同様の利用方法や衛生状態

が保たれる滞在施設が求められるよう

になります。ご承知の通り、国の医療財

政の節減の面からも、入院期間の短縮指

導が行政から強く行われていることも

あり、この傾向はより一層顕著になるも

のと思われます。こうした事情もあって、

これからの滞在施設は、単に病院に近い

だけではなく、病院に隣接する施設や病

院の中に抱え込まれる形の施設が求め

られることにもなっています。

一方、私共の「ぶどうのいえ」は、創

立以来２２年が経過し、施設の老朽化や

設備面の遅れも指摘されています。そこ

で、既にトイレを個室化し、ウォシュレ

ットに換装している ３０８号室と同

様に、２０１号室、２０２号室

のリニューアルに着手する準備

を進めています。いずれは、他

の各室も同様に整備したいと計

画しています。滞在施設を巡る

社会の流れに沿いつつ、利用者

のニーズに適合した滞在施設の

整備を目指し、今後とも利用者

にとっての「もうひとつの我が

家」となるべく、改善に努めて

いきたいと考えています。

また、「ぶどうのいえ」の活動

の周知や幅広いご支援をいただ

くための広報活動にも力を入れ、

「ぶどうのいえだより」や「ＨＰ」の更

なる内容充実を図ることや、専門分野の

講師をお招きしての「講演会」の開催や

各種イベントなども積極的に行ってい

きたいと思っています。

今後とも、「ぶどうのいえ」をご利用

いただく皆さんのご要望に、誠実にお応

えしていきたいと願っています。これか

らも、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 18 回運営会員通常総会

1. 招集年月日 2018 年 2 月 25 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 2018 年 3 月 25 日 午後 3 時

4. 社員総数 64 名

5. 出席した社員 45 名

内訳 本人出席 15 名

委任状出席 30 名

2018 年 5 月 ぶどうのいえだより
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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 15 24 39 25 21 14 11 26 22 23 13 16 249

 利用家族数 12 21 33 23 18 12 11 22 17 18 12 13 212

 利用者数　大人 16 27 52 36 25 15 11 31 25 28 21 19 306

　　　　　　　子ども 13 15 21 11 7 9 9 17 7 8 3 6 126

　　　　　　　合計 29 42 73 47 32 24 20 48 32 36 24 25 432

 利用者延人数 141 169 357 197 158 110 149 250 165 184 102 142 2,124

 利用延日数 82 108 202 115 99 88 93 120 105 104 57 89 1,262

 部屋の利用率％ 24.0% 35.1% 59.2% 34.8% 29.0% 26.7% 27.3% 35.2% 31.8% 30.5% 17.3% 26.1% 31.4%

 ボランティア延人数 65 63 68 72 69 69 69 76 69 70 68 69 827

［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　２,１２４ 人　の方が利用された。

利用者は前年より　 ５４ 人　 減少 した。

２０１７年度 （第１８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　　2017年1月1日～2017年12月31日
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〈利用病院状況〉  
   東京大学付属病院           61名            都立大塚病院                    1

   東京女子医大病院及び東医療センター    42            都立広尾病院         1

順天堂大学病院                     37               都立駒込病院        1

日本医科大学病院                             32     広尾日赤病院          1

      慶応大学病院                        8        伊藤病院          1

   国立がんセンター                     4        慈恵大学病院        1

   榊原記念病院                  4      東邦大学大橋病院      1      

      国際医療センター           4            大森日赤病院         1

    東京医科歯科大学病院              3      埼玉病院          1

      榊原記念病院                  4      玉川病院        1

   永田小耳形成外科クリニック       2

   東京警察病院              2

   永田小耳形成外科クリニック       2

      はしもとクリニック              2                                 計 217 名

                                         

〈ボランティア業務状況〉
・登録ボランティア数 26 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   827 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 95回 2月 4日（土） 14:00〜16:00 8 名       8 名

    臨時    3 月 19 日（日） 16:00〜17:00        12 4

    第 96回 5月 20 日（土）  13:00〜15:00 9 7

    第 97回 7月 15 日（土）  15:00〜17:00 8 8

    第 98回    9 月 30 日（土） 13:00〜15:00 9 7

    第 99回  11 月 25 日（土） 13:00〜15:30 7 9

〈常任理事会〉理事長 副理事長（2名） 事務局長  顧問
1 月 27 日 （金） 15:00〜16:00 7 月 5日 （水） 15:00〜16:00

3 月 10 日 （金） 15:00〜16:00 9 月 20 日 （水） 15:00〜16:30

5 月 10 日 （水）  15:00〜16:00       11 月 15 日 （水） 15:00〜17:00

2018 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

〈施設訪問〉
     ・シバタハウス  福岡県                   2 月 7日 理事

・「国際ソロプチミスト東京—弥生」講話会 ぶどうのいえ活動報告  2 月 15 日 理事長

・NPO 法人 こどものちから 見学                   5月 4 日 顧問 理事

・認定 NPO 法人 病気の子どもと家族を応援する遊びのボランティア 見学 7月 22 日 理事

・聖愛教会にて講演「ぶどうのいえ活動紹介」     4月 23 日  理事長

・明治学院高等学校にて講演「ぶどうのいえ活動紹介」   11 月 22 日 理事長                     

  ・「セカンドハーベスト・ジャパン」説明会     11 月 13 日 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：2017 年 4 月 29 日（祝）13:00〜14:00

    2017 年 10 月 15 日（日）11:30〜14:00

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：2017 年 12 月 15 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 73 名

〈啓蒙活動〉
・ 季刊紙「ぶどうのいえだより」

      5 月、8月、12 月発行

・ぶどうのいえ来訪者

  1 月 19 日 親切会本部 岡田政紀氏   

     3 月 13 日 林克昌氏 ボランティア希望

3月 7 日 マクドナルドハウス東大 取材

４月 25日 南部氏 元滞在者   

5 月 12 日  ジーグレイプ KK 取材

  6 月 13 日 北野氏 元滞在者

  6 月 30 日 岩城氏 見学

７月 18日 今枝氏

  7 月 24 日 目黒克幸氏、目黒基代氏 見学

  8 月 21 日 三橋将一君 掃除ボランティア

9月 1 日 田中芳子氏  

  9 月 18 日 岩崎明美氏  

   10 月 5 日 仲本朝久氏、源河和江氏、上間未来氏 見学

10 月 21 日 畠山桃子氏 ボランティア希望

10 月 29 日 北尾昭子氏 見学

11 月 27 日 国際ソロプチミスト東京—弥生 高橋千枝子氏、大貫ちか子氏       

12 月 4 日 立教池袋中高父母ボランティアグループ 金木幸子氏、平塚里美氏、

       木村和香子氏

12 月 1 日 立教女学院藤の会 俣木七重氏、渡辺真知子氏、中村佐知氏

12 月 12 日 親切会本部 岡田政紀氏，鈴木學氏、鈴木健二氏

〔III〕援助・支援に関する事業
  ・沖縄 がじゅまるの家関係者との意見交換  10 月 5日（木）

      ぶどうのいえにて 理事長、理事、ボランティア

2018 年 5月 ぶどうのいえだより
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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 17 回 JHHH 全国ネットワーク会議

日時：2017 年 10 月 21 日（土）10 月 22日（日）

主催：NPO 法人ラ・ファミリエ 認定 NPO 法人ファミリーハウス

場所：愛媛県立中央病院 管理棟講堂

参加：理事長、顧問、理事 2名、ボランティア 1名

2）消防防災訓練

  日時：2017 年 10 月 29 日

  聖テモテ教会ホールにて。AED の使用方法の講習。5名参加

2018 年 5 月 ぶどうのいえだより

単位：円

1.流動資産

　　現　金 704,835

　　郵便為替 4,708,909

　　郵便貯金 118,719

　　普通預金 3,598,452

　　定期預金 30,129,856

　　立 替 金 7,938

流動資産計 39,268,709

2.固定資産

　　備　　品 4,261,531

　　減価償却累計額 3,199,279

固定資産計 1,062,252

資産の部合計 40,330,961

1.流動負債

　　預り金 31,242

流動負債計 31,242

負債の部合計 31,242

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

5,735,530

-1,371,811 　    

剰余金計 4,363,719

40,299,719

40,330,961

　　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２９年［2017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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2018 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 3,500,000 2,592,500
施設利用料 200,000 180,600
その他

事業収入合計 3,700,000 2,773,100

寄付金及び運営会費

受入寄付金（法人） 2,500,000 2,000,000
受入寄付金 5,500,000 6,590,519
受入寄付金（チャリティ） 200,000 136,120
受入支援金 0
小計 8,200,000 8,726,639
運営会費 70,000 75,000

寄付金及び運営会費合計 8,270,000 8,801,639

その他の収入

雑収入 10,000 2,016
受取利息 10,000 3,067
その他

その他の収入合計 20,000 5,083

収入の部合計 11,990,000 11,579,822

支出の部

給料手当 2,500,000 2,578,269
報酬 35,000 0
奉仕員活動費 500,000 431,680
外注費 100,000 0
広報費 500,000 507,300
渉外費 50,000 22,160
交通費 350,000 569,390
通信費 500,000 542,102
賃借料 5,443,200 5,463,200
保険料 60,000 59,568
保守修繕費 300,000 23,280
水道光熱費 2,000,000 1,426,277
公租公課 80,000 70,459
会議費 50,000 79,843
研究学習費 10,000 0
手数料 40,000 37,738
事務消耗品費 250,000 335,815
設備用品費 200,000 166,752
清掃費 250,000 243,456
クリーニング代 300,000 196,957
慶弔費 30,000 10,000
減価償却費 250,000 187,387
雑費 10,000 0
経費合計 13,808,200 12,951,633

予備費 500,000 0

支出の部合計 14,308,200 12,951,633

　　－平成２９年－　　　収支計算書　　［2017.1.1～2017.12.31］　　　単位：円

当期収支差額（当期正味財産増加額） △ 2,318,200 △ 1,371,811
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２０１８年度（第１９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 2018 年 1月 1 日から 2018 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 12,139

(定款 5 条の①) ４0 名 (12,408)

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 1,200

関する事業 病院訪問 ぶどうのいえ近隣 化にも資する

(定款 5 条の②) 施設等 (スタッフ) (1,200)

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 100

(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

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 130

(定款 5 条の④) 施設見学・講演会 各地 (スタッフ) (100)

合計 13,569

(13,808)

                                                                                   

2018 年 5 月 ぶどうのいえだより
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認定 NPO 法人ぶどうのいえ 平成３０年[２０１８年]予算

2018 年 5 月 ぶどうのいえだより

科　目 2016年 実績 2017年 実績 2018年予算案

給料手当 2,259,090 2,578,269 2,800,000
報酬 200,000 70,000

奉仕員活動費 482,710 431,680 500,000
外注費 29,160 0 50,000
広報費 553,600 507,300 500,000

渉外費 25,400 22,160 50,000

交通費 329,435 569,390 350,000
通信費 454,803 542,102 500,000

賃借料 5,443,200 5,463,200 5,443,200

保険料 59,920 59,568 60,000
保守修繕費 350,225 23,280 200,000
水道光熱費 1,334,420 1,426,277 1,500,000
公租公課 71,155 70,459 80,000
会議費 52,824 79,843 50,000

研究学習費 2,000 0 10,000

手数料 38,866 37,738 40,000
事務消耗品費 213,612 335,815 300,000
設備用品費 158,060 166,752 200,000

清掃費 251,210 243,456 250,000
クリーニング代 192,611 196,957 250,000

慶弔費 16,200 10,000 30,000

減価償却費 187,387 187,387 200,000
雑　費 0 10,000

商標登録更新費 0 125,600

雑損失 0

計 12,705,888 12,951,633 13,568,800

予備費 0 0 500,000

(計) 12,705,888 12,951,633 14,068,800

2016年 実績 2017年 実績 2018年予算案

事 滞在費収入 3,084,100 2,592,500 3,200,000
業 施設利用料受入 195,300 180,600 200,000
収 その他

入

事業収入計 A 3,279,400 2,773,100 3,400,000

12,705,888 12,951,633 14,018,800

0 0 500,000

△ 9,426,488 △ 10,178,533 △ 10,618,800

運営会費 66,000 75,000 75,000
受入寄附金(法人) 2,900,000 2,000,000 1,500,000
受入寄附金 6,123,975 6,590,519 6,600,000
受入寄附金 (チャリティ） 366,600 136,120 150,000
受入支援金

　小　計 9,456,575 8,801,639 8,325,000

そ 受入補助金

の 雑　収　入 5,150 2,016 10,000
他 受取利息 8,184 3,067 10,000
収

入

　小　計 13,334 5,083 20,000

他

支

出 　小　計 0 0

43,421 △ 1,371,811 △ 2,273,800

　　　　収 支 予 算 

科　　　目

経　費　計 B

(内 予 備 費)

事業収支 A-B

付
金
及
び
運
営
会

剰　余　金

経費明細
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理事辞任・推薦の件

辞任理事 椎 橋 照 子

被推薦理事 樋 口 扶 美 子

報告 「二つのぶどうのいえ」を訪ねて

西田恵子

3 月 27 日・28 日に、私は大阪府守口市にある「守口ぶどうのいえ」と京都市下京区にある「京

都ぶどうのいえ」を訪問させていただきました。

訪問の目的は、志を共にする他の“ぶどうのいえ”を見て比較させていただくことで、私たち東

京の「ぶどうのいえ」の在り方に何か気付くことがあればと期待してのことでした。

ぶどうのいえの志は、「病気で入院や通院をしなければならない患者のご家族が安価で滞在でき、

第二の我が家として安心して過ごせる空間を提供する」ということです。この志をいかに継続して

いくかを問いながら、努力し続けることが私たちには必要ですが、今回の訪問はその意味で多いに

参考になりました。

≪守口ぶどうのいえ≫

京阪本線「土居駅」で下車して徒歩 2 分ほど商店街の通りを進んだ

「日本聖公会守口オーガスティン教会」2 階にあります。入口までの

アプローチや庭の手入れが行き届き、爽やかでほっとする印象です。

ドアーを開けると各人の靴箱やメールボックスがあり、プライバシ

ー重視の姿勢を感じさせます。

左手に共有のキッチンやダイニングあり、食器や調理器具が整い、

急な入院にも対応できるのは三か所共通している部分でしょうか。

エプロンやフキンなどすぐ取り出せる所にあり、日常生活の延長性

を感じさせる親しみがあります。部屋は 16 ㎡でバス・トイレが個別

でした。今は個別が好まれるようで、私たち東京の「ぶどうのいえ」

も少しづつ改修をしていますが、改修をもう少し加速した方が良い

かなと思いました。

ＮＥＴ環境は有線 LAN や Free WiFi になっていて、やはり新し

い所に見習う必要があると感じます。設備の時代に即した使い方を

私たちは考えていかなければならないと思います。

見学してみて、日常的な運営は守口も結構大変ではないかと想像

しました。私たち東京は理事長・事務局長・リネン担当の他にボラ

ンティア約 15 人で回していますが、守口は東京の半分の 5 部屋とは

いえ、作業内容は同じです。運営されている方々のご苦労が偲ばれます。

≪京都ぶどうのいえ≫

京都駅から徒歩 15 分、市バスなら 4 つ目のバス停「河原町 5 丁目」にあり、築 4 年の 2 階建て、

1 階部分に洋室 3 室を備えた静かな滞在施設です。2～6km 圏内に大きな病院が 6 か所あり、施設

は良く利用されているようです。バリアフリーなので車いすでも部屋に入ることができます。

2018 年 5 月 ぶどうのいえだより
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予約は予約専用電話で申し込み、入室時間に合わせて係の人が

事務室で待機しています。

部屋にはミニキッチンがあるので、ちょっとしたお料理ならでき

そうです。部屋の備品として皿・茶碗や箸などの食器、鍋・レン

ジや包丁などの調理器具、洗濯機・テレビや冷蔵庫などの家電品、

掃除道具や洗濯洗剤やシャンプー・リンスなどの消耗品も揃って

おり、共有備品として掃除機・自転車や布団乾燥機もありました。

部屋の名前が「ハナミズキ」「マーガレット」等で、3部屋共通の

庭は手入れが行き届き、ちょうど雪柳・桜やパンジーが咲いてい

ました。共有ルームという広い部屋があり、長期滞在で気分転換が

必要になったり、子供が思いっきり遊べるように絵本やおもちゃが

用意されています。ここの台所も調理できるよう、調味料やフライ

パンなど必要なものが用意されていました。

それぞれのぶどうのいえを訪問したことで、私たちの「ぶどうの

いえ」に多くの気づきがあり、とても参考になりました。東京のぶ

どうのいえが、滞在者にとってより快適により我が家に近づけるよ

う今回 2つのぶどうのいえを見学して持ち帰った課題を検討し、できることから取り組んでいきた

いと思います。お忙しい中、ご案内をしていただきました麓（ふもと）敦子司祭・松平司祭夫人に

心からお礼を申し上げます。

報告 ミニバザーは祝日に？

堀内紀子

開催は例年 4 月 29 日の祝日です。ところが今年は日曜日と重なりました。さあ大変！聖テモ

テ教会と共催なので朝から少し準備して、昼食後に急いでセッティング。準備ができしだい 13

時頃に開始、終了も 15 時頃にすると決まりました。間に合うかなと不安でした。

さて、当日はお天気にも恵まれ、13 時にはお客様を迎えることができてほっとしましたが、

ふと疑問がわきました。以前はどうだったのか、と。

「ぶどうのいえだより」に記録のある 2001 年から昨年までをたどってみました。17 年の間

に、29 日の祝日と 30 日の振替休日に開いたのは、11 回でした。今年のように日曜日と重なっ

たのが 2007 年と 2012 年。それ以外の 4 回は日曜日。時間もほとんどが 13:00〜14:30 でした。

過去に 6 回も日曜開催を経験していたのに、すっかり忘れていました！

大変だとばかり思ったのはボランティアも年取ったせい？ でも人手不足は教会も同じ。しか

も来年は祝日が変わりそうですね。どうなるでしょう？                        

2018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

寄付・会費の方々                （順不同・敬称略）

堀内昭 吉田雅枝 阿佐ヶ谷ペテロ教会バザー委員会 小野寺達 匿名 南みよ子 河野良夫

佐々木信子 大西健之 森田敦史・明子 鈴木浩二 小林幸子 渡邉誠 聖アンデレ教会 国際ソ

ロプチミスト東京－弥生高橋千枝子 明治学院高校 保浦泉・卓也 両角一恵 立教女学院藤の会

高野啓子 匿名 鈴木範子 山田秀俊 上床道子 福地桂之助 酒井三貴子 田中芳子 兼子佐与

子 織田恵子 匿名 地引伸子 金本浩 東村昭平 大隈廣 福室美和子 磯部雄彦 別所文雄

立教池袋中学・高等学校ボランティア 吉田笑子 藤田満智子 松田道子 山添英子 岡村ゆき子

髙橋遠 渡辺眞理子 庄山悦彦 甲斐貞子 高橋知義 門脇富美子 小島茂夫 陣内千鶴子 遠藤

恵子 村山せい子 中杉商事(株) 菊地純子 渡邉一征・幸子 宮本順子 佐藤一男 松角恭子

篠原茂信 北村アイリーン 樋口扶美子 匿名 清家絢子 仲谷芳久 浄土宗定泉寺 山本敏子

弥生一丁目町会 赤塚朱美 木村美樹枝 福島製作所福島利一 関口一清 与良啓子 本岡惠美

澤砥正美 門野倬也 神谷まり 小杉みどり 三本松由利子 長尾由紀子 鈴木洋二 赤松元子

桑田芳郎 匿名 戸塚泰子 清水玲子 辻吉善章・育美 小野翠 川合ナオエ 杉山三郎 細谷ゆ

き子 加藤誠 西村翠・亮平 矢崎美昭 宮永勝 久須美康徳 匿名 吉田昭子 小野三枝子 奥

山正彦・維子 森田利光 及川陽 富塚康子 宮野紀栄子 花房正義 福田允子 恩田正雄 萩谷

治子 古川佳子 齋藤温子 秋田聖救主教会聖使幼稚園 青井雅美 草野のぶ子 石渡康弘 尾松

純子 西平心華子 倉石昇 大庭一己 聖ヨゼフ宣教修道女会 堀江真理子 北関東教区婦人会

富山佳子 三上百合子 宮川裕子 志村弘子 山野上素充・由紀子 松野敦子 親切会関東支部

小林智子 加藤季美枝 堀内弘之 阿部基裕・順子 永田文明 小口淳子 畑井正春 片岡大造

佐藤由美子 五十嵐紗那子 服部さち 渡辺洋子 岡田良二 松岡享子 竹内朋子 橋本真美子

櫛田桃代 東京聖テモテ教会バザー委員会 竹島成生 河内隆秀 匿名 三村英夫 杉山葉子 古

谷野亘 吉永道子 藤沢聖マルコ教会オリーブ会 住吉秀一 奥野央人 奥野貢 香蘭女学校校友

会長保坂久代 樋口里子 土屋賢一 渡邉厚子 志木聖母教会婦人会 水之江光佐子 田中宏征

匿名 黎明保育園施設長上松惠子 清水浩 大平明 川岸達之 神田キリスト教会婦人会 佐治幸

代 明治学院高等学校 島田敏代 塚田恭子 佐々木繁子 丸山恒 松代静江 國吉礼子 相川充

代 阿部裕・朋子 渡辺修一 渡邉誠 横山融 聖テモテ教会ケーキ班 堀内紀子 松崎健三・加

寿子 竹内尚子 森淑子 匿名 中嶋浩子 寺村佳江 吉岡容子 渋谷聖ミカエル教会姉妹会 鈴

木勇二・洋子 小谷佳子 松田伸剛 暁星小学校シャミナード会 井上弓子 宮崎功 東京諸聖徒

教会ブリッジアンサンブル東京  香蘭女学校 石田寿満・きよみ 倉田静江 ぶどうのいえイベ

ント事務局 橋本瑞子 伊藤麻子 山内隆史 瀬戸口哲子 加古欣一郎  日本聖公会芦屋聖マル

コ教会 椎名貴世子 髙橋顕子 渡邉誠 兼崎はる美 鵜飼良機・久美子 イマイノリヒロ 堀楚

乃子 金井玲子 小田原聖十字教会花園幼稚園 土井基子 藤木和男 山崎慶子 田村浩一 内ケ

崎儀一郎・昌子 吉田あこ 吉井恭子 三村信子 匿名 工藤あゆみ 大西健之 本間春枝 聖オ

ルバン教会 岸まち子 堀内昭 堀内紀子 小野祥子 岩竹節子 五十嵐洋子 目白聖公会イク

スディア 大畑あさ 大場誠 榊まゆみ 外山博子 中山義信 宮崎なを 賀来秀文 レーマン幸

子 東松山聖ルカ教会 山本イネ子 杉田祐美枝 椎橋照子

渡邉誠 外濠教会グループ 日立ハイテクノロジーズ (株)日立物流

日立金属(株) 日立建機(株) (株)日立製作所 (株)日立ソリューシ

ョン (株)日立保険サービス （株）日立国際電気

          （2017・11・1～2018・2・28）

ぶどうのいえだより2018年 5月
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★ ありがとうございました

                               （順不同・敬称略）                    

ダイエーｲｴﾛｰﾚｼｰﾄｷｬﾝﾍﾟｰﾝ（西台店 食料品） 奥野貢（りんご） 井伊美弥子（日用品）

川こずゑ（ハンドタオル） 宮崎なを（手描きはがき） 根谷埼百合子（りんご） 土方一平･

敦子（日用品 食品） 立教池袋中学校高等学校ボランティアグループ（クリスマス用品） 渡

邉雅子（タオル 食品） 佐々木尋子（布地） 山形壽太郎（みかん） 桑原恵美子（食品・

おかしの家） 関澄子（りんご） 長内英樹（日用品） 長内英樹（りんご） 伊東孝司（菓

子） 長内英樹（りんご） 南部潤子（トイレットペーパー 11 箱） 小林尚子（食品） 早

川和子（フェイスタオル） 宮崎光平（日用品 食品） 榊まゆみ（食品） 花王(株)社会貢献

部（洗剤 おむつ） 長内英樹（りんごジュース缶） 高橋明美（マスク）

   （2017・11・1～2018・2・28）

  

    日 時：6 月 2 日（土） 14:00~ 16:00 （開場 13:30）
  場 所：東京聖テモテ教会ホール

  講 師：別所文雄先生（日本医療科学大学健康管理センター長）

  題 目：「子どもたちの心身の健全な発達のために大切な最初の 1000 日」

  演奏者：横内尚子（メゾソプラノ）畠山正成（ピアノ）

  演 目：クラシックの名曲・日本歌曲

   入場無料 ティータイムもあります

   問合せは「ぶどうのいえ」へ    Tel. 03 – 3818 – 3362

                     

    

今年はじめのたよりをお届けします。4月にすでに真夏日。花々は確実に一ヶ月以上

  早く咲いています。皆様、どうぞお身体をお大切に。

（編集 西田、堀内紀）

編集後記

お知らせ

ぶどうのいえだより2018 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
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


