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日頃より、「ぶどうのいえ」の事業活動に

温かなご支援とご協力をいただき、誠に有

難うございます。運営に携わる者一同、深

く感謝しています。 

 さて、今年の 1 月末頃から新型コ

ロナウイルスの感染症発生が報じ

られ、その時点から今年度の前途

多難を思わせるスタートとなりま

した。というのも、2018 年度は年

間の滞在者の延べ人数が 2001 名

と低迷し、滞在事業の行く末が案

じられていたところ、翌年の 2019

年度は、2964 名に大きく伸張し、

必要とされている施設だと確信し

ました。今年度には 5 年ぶりの

3000 名台が予想されました。 

 ところが、例年であれば、学校

の春休みとなる 3 月末から 4 月初

旬にかけては、地方からの滞在予

約の申し込みが増えるところですが、今年

は予想に反して極端に少なく、いぶかしく

思っていました。その理由の一つに、新型

コロナウイルスの感染拡大が、特に東京都

において顕著で、院内感染や上京中の交通

機関内での感染を避けようとされているこ

とに思い至りました。  

そして 2 月中旬以降は感染拡大の勢いが

止まらず、3 月 7 日に開催された「第 20 回

運営会員総会」は、異例のことながら、当

日「ぶどうのいえ」に公共交通機関を使用

せずに来られる方にご出席いただくことに

なりました。議題等については、別掲にて

ご報告の通りですが、「ぶどうのいえ」はど

う対処するべきかに協議は集中しました。

その結果、低迷する予約状況やボランティ

アの皆さんの通勤途上での感染防止、施

設全体の消毒・感染防止策の整備

の他に、同一建物内に隣接する他

施設の活動状況なども勘案して、3

月 2 日よりの「臨時休業」が追認

されました。  

現在もなお、国や東京都の感染

抑止の必死な取り組みがなされて

いるものの、依然として感染蔓延

の勢いを止めるには至っていませ

ん。そこで止むを得ず、8 月以降も

当面の間「休業」を延長すること

とし、再開時期については、事態

収束の明確な見通しが立ち、受け

入れ態勢が整備されてから、改め

てご案内することにいたしました。 

「ぶどうのいえ」としても、この

ように長期にわたる休業は初めてのことで

あり、利用者の皆様にはご不便をお掛けし

ていますが、この期間を十分に活用して、

「清潔」で「安心」「安全」な滞在施設とし

て事業活動を積極的に継続していくために、

再開に向けた万全な感染予防対策を改めて

講じたいと考えています。  

 これからも、皆様の温かいご支援と力強

い激励をいただきますよう、お願いいたし

ます。    

（ぶどうのいえ理事長）  
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ぶどうのいえ 第 20 回運営会員通常総会 

 

1. 招集年月日  2020 年 2 月 7 日 

2. 開催場所  東京都文京区弥生一丁目 3 番 12 号 

   ぶどうのいえ 2 階食堂ホール 

3. 開催日時  2020 年 3 月 7 日 午後 1 時 

4. 社員総数  67 名 

5. 出席した社員 内訳 本人出席  8 名 

    委任状出席 45 名  

 

[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 室を運営し、年間延べ 2,964 人の方が利用された。 

   利用者は前年より 963 人増加した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            年間利用者延人数の推移（人） 

2020 年 9 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 25 13 15 25 29 16 21 38 25 13 17 13 250

 利用家族数 19 10 14 18 24 9 15 34 14 8 11 11 187

 利用者数　大人 24 15 18 32 41 15 27 56 41 12 16 17 314

　　　　　　　子ども 6 1 9 4 8 0 13 27 11 3 5 3 90

　　　　　　　合計 30 16 27 36 49 15 40 83 52 15 21 20 404

 利用者延人数 247 99 147 196 312 273 298 395 406 245 271 75 2,964

 利用延日数 165 59 88 144 234 197 184 219 227 133 163 47 1,860

 部屋の利用率％ 48.4% 19.2% 25.8% 43.6% 68.6% 59.7% 54.0% 64.2% 68.8% 39.0% 49.4% 13.8% 46.3%

 ボランティア延人数 58 54 69 60 59 60 70 75 65 64 62 55 751
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〈利用病院状況〉   
   東京大学付属病院       76名      

   東京女子医大病院及び東医療センター   21        

      日本医科大学病院            18        東京新宿メディカルセンター   1 

   順天堂大学付属順天堂医院   16          国立成育医療センター      1 

      国立がん研究センター中央病院 12          赤須医院             1 

      日本赤十字社医療センター      7            都立大塚病院           1 

      東京医科歯科大学病院         7      博慈会記念総合病院        1     

      日本大学板橋病院        4            独協大学医療センター      １ 

      伊藤病院            2          国際医療福祉大学三田病院    １ 

   慶応大学病院                 2       国立国際医療研究センター    １ 

   慈恵大学病院          1                    計 174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  751名 

           各月勤務人数(1〜12月) 

         58，54，69，60，59，60，70，75、65，64，62，55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 10:00〜17:00 

・ 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 105回  2月  9日（土)   14:00〜16:30      7名     9名 

    臨時  3月 16日（日)   13:00〜17:00      9           8 

    第 106回  5月 18日（土）  13:00〜15:00      6        10 

    第 107回  7月 13日（土）  13:00〜14:30      9         7 

    第 108回  9月 28日（土） 13:00〜14:30      8            8 

    第 109回 11月 16日（土）  13:00〜15:30     7            8  

2020年 9月 

月 
ぶどうのいえだより 
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 〈常任理事会〉理事長 副理事長（2名） 事務局長  顧問 
1月 25日 （金） 15:00〜16:00 

3月  7日 （木） 13:00〜15:00 

5月 10日 （金）  15:00〜16:00  

7月  8日 （月） 13:00〜14:00 

9月 20日 （金） 15:00〜16:30 

11月 12日 （火） 10:00〜13:00 14:00〜16:00 

11月 15日 （金） 13:00〜15:30 

 
 

〔II〕広報活動に関する事業 

〈施設訪問〉           

・ シバタハウス  2019年 10月 26日 理事長、理事、ボランティア 

・ 九大病院小児科病棟 同日 理事長、理事、ボランティア 

・ ドナルド・マクドナルドハウスふくおか 10月 27日 理事長、副理事長、顧問、 

 理事、ボランティア 

 

〈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：2019 年 4月 28日（日）13:00〜14:30 

    2019年 10月 20日（日）11:30〜14:00 

 場所：聖テモテ教会・ホール・庭、ぶどうのいえ  

 

「尾松純子」語りの世界 

  出演：尾松純子氏,松野敦子氏・天野克彦氏  

    （ギター、フルート演奏：橋本保憲･弥寿子夫妻） 

  日時：2019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 134 名、夜の部 108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 

     ・ホームページ 随時更新 

・ ぶどうのいえ来訪者  

   2月 14日 山田耕一氏 見学 

   2月 16日 菅原仁美氏  見学 ボランティア希望                    

  2月 20日 山田耕一氏       

  2月 22日 山田耕一氏         

  3月 12日 山田耕一氏 

  3月 23日 北村真紀子氏 元滞在者 

  4月 23日 伊東学氏 立ち寄り 

  5月 6日 鹿島敏子氏 見学 

  6月 29日 土田哲平氏 見学 ボランティア希望 

  8月 29日 ホウレイエン氏 

    8月 30日 小谷野恵美氏、鈴木真理恵氏 保健サービスセンター本郷支部 

  9月  3日 小谷野恵美氏 保健サービスセンター本郷支部 

  9月 3日 加固実里氏、木島萌氏 シビックセンター 

  9月 20日 高梨恵氏、他 5名  藤沢市役所子ども家庭課 

   11月 26日 鈴木嘉貴氏      日本美術印刷 営業  

   11月 26日 鈴木氏、他 1名 親切会関東支部      

  12月 1日   金子瑞穂氏、加来菜穂子氏、南原静氏、大西めぐみ氏、棈松理恵氏 

2019 年 9 月 

 

年 5 月 

 

ぶどうのいえだより 
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       本庄幸代氏   立教池袋中高父母ボランティアグループ 

  12 月 3 日 後藤優子氏、福田祐子氏、保原陽子氏 立教女学院藤の会 

 

〔III〕援助・支援に関する事業 

   ・守口ぶどうのいえ   

    施設長 松平功氏 電話による情報交換 滞在者情報等 複数回 理事長 

  ・京都ぶどうのいえ 

    事務局 山本順子氏 施設運営問題のアドバイス 10 月 26 日   理事長 

  ・がじゅまるの家 

    主任 真栄城正美氏 施設運営のアドバイス  10 月 26 日    理事長 

  ・ファミリーハウス 

    事務局長 植田洋子氏 「NHK テレビ受信契約」についての情報交換 6 月 10 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） コンサートとトーク「こころの歌（いのち）の話」 

出演：シャンソンとラテン 清水 透氏   

日時：2019 年 6 月 15 日（土）午後２時〜４時 

     主催：ぶどうのいえ 

      場所：東京聖テモテ教会ホール 

      参加：理事長、理事、ボランティア、ぶどうのいえ滞在者、外部参加者 
 

    2) 第 20 回 JHHH 全国ネットワーク会議 参加 

日時：2019 年 10 月 26 日（土）10 月 27 日（日） 

主催：NPO 法人福岡ファミリーハウス 認定 NPO 法人ファミリーハウス 

場所：福岡県 

参加：理事長、副理事長、顧問、理事２名、ボランティア 1 名 
  

      

 
 

2020年 9月 

月 

ぶどうのいえだより 

単位：円

1.流動資産 1.流動負債

　　現　金 493,520 　　預り金 38,400

　　郵便為替 2,558,998 流動負債計 38,400

　　郵便貯金 418,199 負債の部合計 38 ,400

　　普通預金 2,232,210

　　定期預金 30,134,960 1.基金 10,000,000

　　立 替 金 8,085 2.岩井久雄運営基金 20,000,000

流動資産計 35,845,972 3.積立金

2.固定資産 　　救済積立金 2,936,000

　　備　　品 3,084,540 　　修繕積立金 3,000,000

　　減価償却累計額 2,276,073 積立金計 5,936,000

固定資産計 808,467 4.剰余金

3,617,174

資産の部合計 36 ,654 ,439 -2,937,135 　    

剰余金計 680,039

36,616,039

36 ,654 ,439

令和元年［2019年12月31日］

貸　借　対　照　表

　　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

【資産の部】 【負債の部】

【正味財産の部】

　　期首繰越剰余金

決 算 書 
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   平成 31年 令和元年 収支計算書 [2019.1.1～2019.12.31]      単位：円 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

科目 予算 決算

事業収入

滞在費 2,500,000 4,002,100
施設利用料 180,000 299,400
その他

事業収入合計 2,680,000 4,301,500

寄付金及び運営会費

受入寄付金（法人） 2,000,000 2,500,000
受入寄付金 6,600,000 4,495,751
受入寄付金（チャリティ） 150,000 314,300
受入支援金 0 0
小計 8,750,000 7,310,051
運営会費 75,000 102,000

寄付金及び運営会費合計 8,825,000 7,412,051

その他の収入

雑収入 10,000 8,533
受取利息 10,000 3,060
その他 0 0

その他の収入合計 20,000 11,593

収入の部合計 11,525,000 11,725,144

                収入の部

給料手当 2,800,000 2,867,300
報酬 70,000 0
慰労金 0 100,000
奉仕員活動費 500,000 469,980
外注費 0 0
広報費 500,000 654,360
渉外費 50,000 120,000
交通費 350,000 597,688
通信費 550,000 534,272
賃借料 5,443,200 5,464,920
保険料 60,000 62,314
保守修繕費 200,000 510,740
水道光熱費 1,700,000 1,924,149
公租公課 80,000 71,259
会議費 80,000 139,174
研究学習費 10,000 1,400
手数料 40,000 69,382
事務消耗品費 300,000 337,320
設備用品費 200,000 230,932
清掃費 250,000 174,392
クリーニング代 200,000 191,301
慶弔費 30,000 10,000
減価償却費 120,000 118,476
雑費 10,000 8,640
雑損失 0 4,280
経費合計 13,543,200 14,662,279
予備費 500,000 0

支出の部合計 14,043,200 14,662,279

当期収支差額
（当期正味財産増減額）

△ 2,518,200 △ 2,937,135

支出の部

日常活動の質的向上と充実を図るため、ボランティア対象の講演会、研修会等の開催の他、他施設・病院等
への見学・訪問等を企画・実施し、より積極的な事業参加を得られるよう努めます。本年10月に東京で行わ

れる「JHHH全国ネットワーク会議」には、現在活動中のボランティアがこぞって参加できるように配慮し、

研修の成果を日常の事業活動での課題解決や具体的な実務改善に繋げていきます。

ぶどうのいえ」の現況や活動内容の広報・告知に努め、施設利用者の拡大と共に、社会全般からの寄付金を
始めとする幅広い支援を得るために、季刊誌「ぶどうのいえだより」、「ホームページ」による情報発信を
強化し、日常活動の紹介やイベント等の告知の他、ボランティア募集にも積極的な活用を図ります。

滞在者の受入れに当たっては、滞在施設全般の改修、設備の整備・充実に努め、安全性の確保と居住性の向
上により、滞在者にとっての「第二のわが家」となるべく、安定した事業活動を行っていきます。今年度は
「地下事務室」に続き、「リネン室」のリニューアルを行い、効率的な業務遂行に努めます。

＜広報事業＞

＜ボランティア研修事業＞

１　事業の方針

＜滞在施設事業＞

本事業は、難病児とその家族に、居心地の良い滞在施設を経済的に提供する支援を目的としており、今後と
も安全・安心の滞在環境の確保をモットーに、安定した受け入れ体制の維持と管理に努めます。また、広報
活動に関する事業（賛同者増強事業）や他施設との連携や支援活動を強化していきます。

事業年度　2020年1月1日から2020年12月31日まで

2020年度（第 21期）事業計画書 
 

2020年 9月 

月 

ぶどうのいえだより 
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2020年 9月 

月 

ぶどうのいえだより 

 

理事辞任・選任の件 

辞任理事   

理事 小川 弥生 

被推薦理事     

早川 和子 

認定ＮＰＯ法人ぶどうのいえ 令和２年[2020 年]予算 

事業名 事業内容
実施
日時

実施
場所

従業員
の人数

受益対象者
の範囲及び人数

支出額
(千円）

(前年度）

管理運営に
関する事業

(定款5条の①）

　通常の滞在施設
　運営事業

通年
ぶどうのいえ
施設内

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
および専従者

30名

  慢性疾患児・移
植患者とその家族

12,580
(12,003）

全国発送
  賛同者の獲得強
化にも資する

　1,150
 (1,300）

ぶどうのいえ
近隣の病院・
企業

 滞在者への施設
情報の伝達・告知

　守口ぶどうのいえ
　運営相談

守口ぶどうの
いえ

 守口ぶどうのいえ
 スタッフ

200
（100）

　京都ぶどうのいえ
　運営相談

京都ぶどうの
いえ

 京都ぶどうのいえ
 スタッフ

目的達成に
関する事業

(定款5条の④）

　ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの研修・勉強会等
　実施。施設見学・講演会

通年
ぶどうのいえ
施設内及び各
地

15名
(スタッフ）

  ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱおよび
希望者

180
 (140）

合計
14110

(13,543)

2　 事業の実施に関する事項

援助・支援活動
に関する事業

(定款5条の③）
随時

5名
（スタッフ）

広報活動に
関する事業

(定款5条の②）

　季刊誌発行、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの充
実・チャリテー事業、

企業・病院訪問

通年
随時

10名
(スタッフ）

科目 2018年　実績 2019年　実績 2020年予算

給料手当 3,015,600 2,867,300 2,800,000

報酬 33,333 0 60,000

慰労金 0 100,000 0

奉仕員活動費 499,140 469,980 500,000

外注費 0 0 0

広報費 418,500 654,360 600,000

渉外費 44,320 120,000 50,000

交通費 334,140 597,688 330,000

通信費 507,535 534,272 600,000

賃借料 5,443,200 5,464,920 5,500,000

保険料 60,989 62,314 70,000

補修修繕費 220,532 510,740 500,000

水道光熱費 1,690,296 1,924,149 1,800,000

公租公課 70,459 71,259 70,000

会議費 65,899 139,174 150,000

研究学習費 3,260 1,400 10,000

手数料 40,014 69,382 70,000

事務消耗品費 238,560 337,320 300,000

設備用品費 74,552 230,932 200,000

清掃費 204,524 174,392 170,000

クリーニング代 194,139 191,301 190,000

慶弔費 10,000 10,000 10,000

減価償却費 135,309 118,476 120,000

雑費 0 8,640 10,000

商標登録更新費 129,440 0 0

雑損失 5,400 4,280 0

計 13,439,141 14,662,279 14,110,000

予備費 0 0 300,000

（計） 13,439,141 14,662,279 14,410,000

2018年　実績 2019年　実績 2020年予算

滞在費収入 2,543,000 4,002,100 3,500,000

施設利用料収入 186,745 299,400 250,000

その他 0 0 0

事業収入計　A 2,729,745 4,301,500 3,750,000

13,439,141 14,662,279 14,410,000

0 0 300,000

△ 10,709,396 △ 10,360,779 △ 10,660,000

運営会費 66,000 102,000 102,000

受入寄附金（法人） 2,500,000 2,500,000 2,500,000

受入寄附金 7,340,170 4,495,751 4,500,000

受入寄附金
(チャリティー）

50,630 314,300 300,000

受入支援金 0 0 0

　小　計 9,956,800 7,412,051 7,402,000

受入補助金 0 0 300,000

雑収入 3,000 8,533 10,000

受取利息 3,051 3,060 3,000

　小　計 6,051 11,593 313,000

　小　計 0 0 0

△ 746,545 △ 2,937,135 △ 2,945,000

収入合計 12,692,596 11,725,144 11,465,000

支出合計 13,439,141 14,662,279 14,410,000

剰余金 △ 746,545 △ 2,937,135 △ 2,945,000

試
算

事業収支　A-B

経費計　B

（内　予備費）

他
支
出

剰余金

科目

事
業
収
入

寄

附

金

及

び

運

営

会

費

そ
の
他
収
入
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追悼 
       

 

 

 

 

田中喜代子、孝一ご夫妻は 1968 年に開設された聖テモテ女子寮の管理人兼賄い担当とし

て住みこむことになった。当時の東京聖テモテ教会の高畠師の紹介と伺っている。 

小生は女子寮委員として田中さんご夫妻とのお付合いが始まった。その後、教会は澤師、大

畑師へと代わっていった。ご夫妻は朝晩の食事の世話、共有部分などの清掃のほか、冬季に

は、地下に設置されていたボイラー焚きも兼任した。その間、喜代子さんは二人のお子様を

育て、庭の手入れ、礼拝堂の清掃など八面六臂の活躍であったと思う。 

  女子寮の廃止で 1995 年にぶどうのいえが開設されてからは、2001 年まで夜間管理人と

して常駐しその後は通いで各室の清掃、リネン交換、館内の清掃等を担当された。 

ずっとお元気だったが今年 1 月から闘病生活となり、4 月 16 日に逝去された。 

 女子寮時代から今日のぶどうのいえまで長きに渡り、ご奉仕下さりご苦労様でした。 

安らかにお休み下さい。                   堀内 昭 

 

 

 

 

まず、最初に思い出すのは、びっくりするような薄ーいお茶をいつも美味しそうに飲ん

でいたこと。大量のサラダやピクルスを上手に作ってきてくれたこと。庭の植物も、キヨ

さんがちょっと手入れに行った日は見違えるようでした。いつも忙しく、あっちへ行った

りこっちへ来たりでしたが、たまにボランティア室で目が合うと、決まってニッコリ優し

い笑顔を見せてくれました。 

幼少の頃には戦争の荒波に遭い、大変な苦労をしたと人づてには聞きましたが、いつも

ニコニコと明るくて、悲しい話は聞いたことがありませんでした。子どものように純粋な

笑顔と心を持ったキヨさんのこと、今頃は天国のいちばん神様に近い場所で、ニコニコと

過ごしているんじゃないかな。 

あいにくのコロナ禍で、何もお別れが言えなかったのが本当に心残りです。 

「今までありがとう。天国ではゆっくり休んで、いつもの笑顔で過ごして下さいね。」 

                             羽深由美子 

 

 

 

 

毎週土曜日に一緒に仕事をしました。お花が好きでよくお庭の草取りや手入れをして

ました。お昼にお茶を入れるとお湯を足してうすーいお茶を美味しそうに飲んでいまし

た。本人は大変だったのかも知れませんが、病院通いをしながらも元気で、お掃除、ベ

ッドメーキング等よく頑張っていたと思います。帰りはいつも息子さんが車で迎えに来

てくれるのを嬉しそうに待っていた様子が目に浮かびます。     

岩竹節子 

 

2020年 9月 

 

ぶどうのいえだより 

田中喜代子さん ありがとう 
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  こんなに早くにあなたとお別れすることになるとは思ってもいませんでした。ぶどうの 

いえに来られた最後の頃は、相当しんどかったのではと思います。 

  それなのに「金井さんはふりかけが好きだから、用意してあげてね」と言われたと伺っ

て、涙が止まりませんでした。あなたは本当に愛の人だった。ぶどうのいえに滞在してい

る方々が「キヨさんだったら○○してもいい」とおっしゃるのを度々耳にしました。それ

程、皆さんに信頼されていたキヨさんでした。 

  ありがとう、キヨさん。これからは愛するコウさんと二人のご子息、そしてぶどうのい

えを見守って下さい。あなたに会えて私は幸せでした。  

金井 玲子 
 

 

 

  キヨさん、キヨさん！とみんなに親しまれていた田中喜代子さんが天に召されて 3 ヶ月

が過ぎようとしています。目をつぶるとエプロン姿の優しい笑顔が浮かんできます。 

 お昼になっても下りてこないので２階に行ってみると、浴室の小さなシミがとれない！と

時間を忘れてこすり続けていたり、キッチンの戸棚に入り込んで掃除をしていたり・・・。 

  妥協を許さないキヨさんのおかげで、ぶどうのいえは今もピカピカです。キヨさんの志

を絶やすことなく、私たちボランティアはこれからも頑張ります。 

 どうぞぶどうのいえを見守ってくださいね。      

 早川 和子  

 

 

 

 

喜代さん、思いがけず早くにお別れしてしまいましたね。 

姉妹のように仲良くしていただいて、感謝です！ 

あの日、夢で朝４時１５分に喜代さんと会ったので、あわてて起きて、もしや…という気

がしたら、ぶどうのいえから連絡がきたので、すごく残念で悲しくなりました。 

  どうぞゆっくりお休みくださいませ。     

 堀 楚乃子 

 

 

 

喜代さんとはお昼休みにお弁当を食べながら家族、お料理の事など 、沢山の話をしま

した。彼女は道の駅に行くのが好きで、よく息子さんの車に乗り、ご主人と３人で出か

けていました。「先週は千葉県の道の駅、二か所も行ったの。」嬉しそうに話す笑顔が忘

れられません。 

    コロナ禍の中での訃報、最後のお別れができなかったのが悲しいです。滞在者の方に

も好かれていて信頼されていた喜代さん。 

  喜代さんは私たちスタッフ、ぶどうのいえにとって本当にかけがえのない人だったこと

を改めて感じています。                          

梅田 晶子 

2020年 9月 

 

ぶどうのいえだより 
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きよさん、おはよう！「おはようございます。今日はね、バスが遅れちゃったの」 汗いっ

ぱいかいてぶどうのいえの玄関で笑っていた。 

夏のきよさんの姿ばかり思い浮かぶ。バザーではたくさんの唐揚げを揚げた。「おいしかった

よ！」と買ってくださった方に言われるまで心配顔。おいしいと聞いて満面の笑み。 

おつけものをたくさん作ってぶどうのいえに持って来てくれた。私の体調が悪いときには「別

に作ってきたから持ってって。おうちでいっぱい食べてね」おつけものは塩梅。きよさんの手

で作られたものはもう食べられない。きよさんはそばにいてくれた。そんなあたりまえがなく

なった。 

 きよさん   

きよさん                   荒川こずゑ   

 

 

３月下旬、病室に伺うと退院が決まったと大変嬉しそうでした。ベッドの端に座ると私の手 

 のひらに大きな○を書きました。鼻にチューブ、少しかすれた声で「マル」と。それからボラ 

ンティアとの思い出を話されました。「お煎餅が美味しかった、偉い人だよ、お孫さんのお世話 

で忙しいの、お酒が大好き、咳が心配、お喋りしたねえ、甘党だよ、チクチクお裁縫が上手、 

優しいよ、長い付き合いでいつも親切、無理しないでね」病気になってからもずっと変わらず 

お世話してくださる方、心が安らいだお話など。「有り難いねえ。元気にならなきゃ」と笑顔。  

 一樹の陰一河の流れも他生の縁、きよさんと知り合い共に働けて本当に幸せでした。 

 「きよさん、皆さんに感謝の気持ちをお伝えしましたよ。ゆっくり休んでくださいね」  

                           野島千恵 

 

 

私が喜代さんにお逢いした回数は、ぶどうのいえの中で一番短かったかもしれません。 

   初めて行くと、少し遅れて出勤された喜代さんを紹介されました。第一印象は、「恐い人」 

でした。あの大きな目でじっと見つめられ、なかなか目を離してくれず、私は固くなってしま

いました。お茶をお出ししても「熱い」「濃すぎる」とダメ出しが。その後、何回か続きました。

でも印象が変わったのは昼食の時でした。リュックの中からたくさんのサラダや大きく切った

ピクルスが出てきました。大変おいしく話もはずみましたので、すっかりファンになりました。 

   普段は物静かで、するどい目付きで見つめられると、毎回、緊張しました。もう少し、喜代

さんの力になっていればと、残念ですし感謝の気持ちでいっぱいです。 

ごちそう様でした。ありがとうございました。             

 杉原素代 

              

       

 

 

きよさん きよさん ありがとう    

きよさん きよさん だいすき 

    きよさん きよさん またね                      

荒川温子                           

2020年 9月 

 

ぶどうのいえだより 
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「リネン室」の改修・整備完了 

 

 長い間、清掃・整備とリネン交換を担ってくださった田中喜代子さん 

のご逝去を悼み、そのご苦労と献身に深く感謝いたします。 

 さて、今般、「リネン室」を改修・整備することができました。 

改修後、機能的に収納棚が配置され、使用と在庫管理がスムーズになさ 

れるようになっています。生憎、今年3月から臨時休業せざるをえなく 

なり、残念ながら手持無沙汰の状況ですが、再開となれば、使い易い 

「リネン室」として機能してくれるものと思います。 

 なお、今回の改修費用は、ぶどうのいえの創設期に、後援会会長とし 

て設立・運営の両面で大きな貢献をいただきました「金井 務」氏（元 

日立製作所会長）のご家族からのご支援によりました。 

そこで、「リネン室」の表札には、「テモテ 金井 務 記念」と併記し、 

これまでの金井氏のご貢献とご遺志を顕すものとさせていただきました。 

また、今回の休業期間を活用して、施設全体の網戸(45枚)の張替え工事と1カ所の網戸新設を行いました。 

いわゆる「3密」の状態を回避するために、室内換気を積極的に行うことが奨励されていますので、タイミング

の良い実施だったと思います。                     大隈 廣 

 

★ ありがとうございました 

寄付・会費の方々               （順不同・敬称略） 

河野良夫 本間春枝 阿佐ヶ谷聖ペテロ教会 木村義介 西村泰一 堀内紀子 西田恵子 聖アンデレ教会 

大蔵浩之 清水孝郎 椋尾薫 中山義信 金本浩 神谷まり 一般社団法人親切会関東支部 小林智子 梅田

晶子 大隈廣 国際ソロプチミスト東京弥生 立教池袋中・高校父母ボランティアＧ 幾永昌英 小口淳子 立

教女学院藤の会 ひよこ教室 宮永勝 酒井三貴子 山内隆史 花房正義 宮本順子 菊池章子 別所文雄 

今野ひふみ 福島利一 匿名 山口學 小野三枝子 上床道子 匿名 松代静江 矢崎美昭 川合ナオエ 保

浦卓也・泉 鈴木洋二 水戸聖ステパノ教会内婦人会 渡邉誠・厚子 青井雅美 兼子佐与子 西野るり子 匿

名 有賀徹 塚田恭子 松田道子 田中悠子 菊地純子 高瀬典子 尾松純子 匿名 澤砥正美 及川陽 北

村アイリーン 福地桂之助 浄土宗定泉寺 松岡享子 高橋遠 清水玲子 匿名 山本敏子 中岡正子 西村

翠・亮平 富山佳子 与良啓子 長尾由紀子 匿名 福室美和子 仲谷芳久 加古欣一郎 鈴木範子 佐藤一男 

倉田静江 奥山維子 石田寿満・きよみ 小野祥子 磯部雄彦 小山泰 小杉みどり 橋本真美子 大島ともこ 

土屋賢一 木村美樹枝 堀内弘之 香蘭女学校校友会会長保坂久代 恩田正雄 中島和子 川村英男 織田恵

子 倉石昇 弥生一丁目町会 日本聖公会東京聖テモテ教会 志木聖母教会婦人会 林さち子 森本晴生 匿

名 大庭一己 田中宏徂 戸村祐宇子 岡田良二 匿名 山下浩子 相川充代 古谷野亘 川島羊子 林基治 

匿名 加藤誠 野辺恭子 堀内昭 奥野貢 大西健之 倉辻明男 榊まゆみ 匿名 匿名 藤沢聖マルコ教会

オリーブ会 両角一恵 櫛田桃代 清水浩 竹島久美子 畑井正春 梅澤一江 明治学院高等学校 石渡康弘 

竹内朋子 阿部基裕・順子 松井和男 辻朱美 本井純子 瀬戸口哲子 河内隆秀 清家絢子 渡辺修一 桑田

芳郎 加藤季美枝 春山容子 奥野央人 赤松元子 天野克彦 吉井恭子 新福真千子 草野宣子 日本聖公

会渋谷聖ミカエル教会 細谷ゆき子 木村純子 杉田巌 匿名 匿名 神田キリスト教会婦人会 匿名 山野

上素充 伊藤節子 三上百合子 遠藤恵子 牛田敬子 暁星小学校シャミナード会 学校法人香蘭女学校 満

井美子 漆山愛子 山添英子 東京聖十字教会 宮川裕子 戸塚泰子 小谷佳子 匿名 鵜飼久美子 イマイ

ノリヒロ                  （2019年11月1日〜12月31日） 

2019年9月 

 

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             （順不同・敬称略）  

奧野貢（食品） 赤松元子（食品） 土井基子（食品、他） 山形寿太郎（食品、バッグ） 

宮﨑なを（絵はがき） 根谷﨑百合子（食品） 関澄子（食品） 長内英樹（食品） 長内

英樹（洗剤） 上田楓（食品） 西沢亜希（マスク） 瀧口陽子（寄附） 花王(株)コーポ

レーション内社会貢献部（洗剤、衛生用品） 畠山桃子（食品） 大隈廣（食品） 西沢亜

希（衛生用品） 長内英樹(食品) 渡邉雅子（食品） 山形寿太郎（バッグ） 関谷礼子・

隆一（食品） 西沢亜希（衛生用品） 太田信三（食品） 長内英樹（食品） 入部瞳（衛

生用品） 神谷まり（手芸品） 宮崎光平（食品） 

                 （2019 年 11 月 1 日〜2020 年 7 月 31 日） 

             

 

 

 

 

 

 

 

「秋のバザー」中止  

皆様のご協力で毎年 10 月第３日曜に盛んに行われてきましたが、三密を避ける場所が 

ないことから、今年は中止となりました。どうかご承知ください。 

 

 

「尾松純子 語りの世界」検討中 

12 月恒例の語りの会は、現在、見合わせる方向で検討中です。 

 

 

２月はじめのボランティア会では、まだ危機感がなく、マスクは滞在者を不安にさせる

から付けないという話が出ました。その後、あれよあれよという間に状況が変わり、つい

に３月 2 日、ぶどうのいえは一時休業となりました。その状態は今日に及んでいます。ま

だ、先の見えない中で、当面、休業は続くと思われます。 

ぶどうのいえをご支援くださる皆様には、早くお便りをと思いましたが、５月号は発行

できず、本号に合併とさせていただきます。 

新型コロナウイルス感染症の早い収束を願いますとともに、皆様のご健康をお祈りいた

します。                （編集 西田、堀内紀） 
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