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だより 
 

 

 

     

 「医食同源」で免疫力を！ 
 

 古代の医者であり、哲学者のヒポクラテスは、「汝の食事を薬とし、汝の薬は食事とせ

よ」と述べている。中国や日本でも「医食同源」という言葉をよく耳にする。 

 今年は、コロナに始まり、コロナで終わりそうである。さらにインフルエンザも懸念

されている。今こそ身近な食物の力でぜひ免疫力を高めて戴きたい。 

 

「りんごが赤くなると、医者が青くなる」という諺があるように健康食品で

ある。カリウム、ペクチン、リンゴ酸、ビタミンが含まれている。りんごの産地、津軽

地方の住民に高血圧の人は多くないといわれている。赤ワインに劣らずポリフェノール

が多く含まれているので、コレステロールを減らすだけでなく、中性脂肪をはじめ体内

の脂肪分の蓄積を抑える効果があると報告されている。 

 薬食事療法として古くから知られているのに、「焼きりんご」がある。焼きりんごにす

るとペクチンが熱によって分子量が小さくなるので吸収力が高くなり、腸に届く際の効

果も倍増するといわれている。 

 

14 世紀にヨーロッパでペストが流行した時、玉ねぎを商っている家はペスト

に罹らなかったという話がある。欧米やインドでも盛んに玉ねぎの効用が研究された。

玉ねぎの成分にはコレステロールの代謝を促進し、血液をサラサラする作用がある。さ

らに高血圧や動脈硬化などの生活習慣病や体の新陳代謝を助ける。 

 

葉の部分にビタミン類やβ－カロテンが、白い部分には辛みの成分硫化アリ

ルや発汗作用などで体を温める効果のあるアリシンが多く含まれている。その為風邪に

効果がある。動物園では、冬になると猿に長ねぎを 1 本丸ごと与える。すると猿は、冬

中風邪を引かないといわれている。さらに玉ねぎと同様の効果もあるという。 

 

カレーの香辛料ターメリック（鬱金、ウコン）は、腐敗防止に役立つ成分だ

けでなく、ターメリックの有効成分であるクルクミンおよび類縁化合物クルクミノイド

は、抗酸化作用、抗炎症作用、抗ウィルス作用、抗菌作用、抗真菌作用があり、がん、

糖尿病、関節炎、アルツハイマー病をはじめとする慢性疾患を抑える可能性があるとい

うので最近注目されている。 

 

古代エジプト時代から薬用にされてきた。漢方的には薬効が高く、血圧を下

げる作用、鎮静作用、鎮痙作用、健胃作用、利尿作用、浄血作用、神経を和らげる作用

などが知られている。サラダにしてもスープにしても良い。 

りんご： 

玉ねぎ： 

長ねぎ： 

クミン： 

セロリ： 
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☆☆☆ 25 周年を迎えて ☆☆☆ 

 

中国の『史記』や『礼記』にも記載されている。漢方では胃を丈夫にし、吐き気 
を抑える効果がある。一般には、魚や肉の臭みを消すのに用いられる。特に体が冷えたとき

の頭痛や下痢に効果がある。生姜をすりおろし長ねぎを刻んだ熱いスープは、身体を温め風

邪に効果がある。 

 

最近は、「植物ミルク」として注目されている。アーモンドミルクは、不飽

和脂肪酸のオレイン酸が含まれているので、動脈硬化による心筋梗塞や脳梗塞などを引き起

こすリスクが少なくなるといわれている。さらにアーモンド中には、カルシウム、マグネシ

ウムが特に多く、鉄分、亜鉛などのミネラルも含まれている。 

  

みなさん、免疫力を高める食べ物でこの冬を乗り切りましょう！ 

                      堀内 昭（前ぶどうのいえ理事長） 

                          

 

今年は節目の年です。しかし新型コロナウイルス感染症の流行という想定外の事態が起き、

3 月からは業務の一時停止となりました。創設以来初のことですが、25 年を振り返る機会と

捉え、特に 2015 年に迎えた 20 周年以降の歩みをたどります。 
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役員リスト 

 2015年  理事改選  理事長 堀内昭

 副理事長 金井玲子 横倉正義

 理事 荒川こずゑ 岩竹節子 鵜飼良機 大隈　廣 小川弥生

佐藤武雄 椎橋照子 仲谷芳久 西田恵子 前田美穂

森本晴生

 監事 田中宏徂 土屋賢一

2016年  理事長交代  理事長 大隈廣

 副理事長 金井玲子 横倉正義

 理事 荒川こずゑ 岩竹節子 鵜飼良機 梅田晶子 小川弥生

佐藤武雄 椎橋照子 仲谷芳久 西田恵子 堀　楚乃子

堀内紀子 前田美穂 森本晴生

 監事 田中宏徂 土屋賢一

2017年  理事改選  理事長 大隈廣

 副理事長 金井玲子 横倉正義

 理事 荒川こずゑ 岩竹節子 鵜飼良機 梅田晶子 小川弥生

佐藤武雄 椎橋照子 仲谷芳久 西田恵子 堀　楚乃子

堀内紀子 前田美穂 森本晴生

 監事 田中宏徂 土屋賢一

2018年  理事改選  理事長 大隈廣

 副理事長 金井玲子 横倉正義

 理事 荒川こずゑ 岩竹節子 鵜飼良機 梅田晶子 小川弥生

佐藤武雄 仲谷芳久 西田恵子 樋口扶美子 堀　楚乃子

堀内紀子 前田美穂 森本晴生

 監事 田中宏徂 土屋賢一

2019年 副理事長交代  理事長 大隈廣

 副理事長 金井玲子 堀内紀子

 理事 荒川こずゑ 岩竹節子 鵜飼良機 梅田晶子 小川弥生

仲谷芳久 西田恵子 樋口扶美子 別所文雄 堀　楚乃子

前田美穂 森本晴生

 監事 田中宏徂 土屋賢一

生姜： 

アーモンド乳： 
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利用病院の推移 
 

2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 計

東京大学医学部付属病院 71 75 61 73 76 356

東京女子医科大学病院 36 28 42 39 21 166

順天堂大学付属医学部付属病院 28 35 37 25 16 141

日本医科大学病院 29 32 32 23 18 134

慶應義塾大学病院 26 8 8 4 2 48

国立がん研究センター中央病院 3 4 4 2 12 25

東京医科歯科大学付属病院 7 7 3 7 7 31

聖路加国際病院 4 2 6 12

東京医科大学病院 3 2 1 6 12

東京慈恵会医科大学付属病院 2 1 2 1 6

東京警察病院 2 1 2 5

日本赤十字医療センター 1 2 7 10

その他 11 25 26 11 14 87

1033人  
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病院訪問 

施設訪問 

2017年10月21日 愛媛県立中央病院 病棟見学 荒川こずえ 荒川温子

2018年6月25日 日本医科大学病院 前田美穂医師　訪問 大隈廣 堀内紀子

7月23日 都立駒込病院 医事課患者サポートセンター 大隈廣

7月24日 東京女子医科大学病院 社旗支援部 大隈廣

7月25日 順天堂医院 医療支援センター 大隈廣

7月26日 日本大学病院 医療相談室 大隈廣

7月27日 東京慈恵会医科大学病院 患者支援・医療連携センター 大隈廣

11月22日 東京大学病院 地域医療連携部 大隈廣 早川和子 梅田晶子 野島千恵 金木幸子

2019年10月26日 九州大学病院 病棟見学 大隈廣 荒川こずゑ 西田恵子 荒川温子

2015年10月18日 そらぷちキッズキャンプ 堀内昭 大隈廣 荒川温子

11月3日 守口ぶどうのいえ 堀内昭

2016年9月6日 守口ぶどうのいえ 大隈廣 堀内昭

9月7日 京都ぶどうのいえ 大隈廣 堀内昭

12月1日 マクドナルドハウス世田谷 大隈廣

12月8日 マクドナルドハウス東大 大隈廣

2017年2月7日 シバタハウス 西田恵子

5月4日 こどものちから 堀内昭 堀内紀子

7月22日
病気の子どもと家族を応援する
               遊びのボランティア

西田恵子

10月21日 ファミリーハウスあい 堀内昭 堀内紀子 荒川こずゑ 荒川温子

2018年3月27日 守口ぶどうのいえ 西田恵子

3月28日 京都ぶどうのいえ 西田恵子

4月3日 東京セントラルパーク ロータリークラブ 大隈廣

10月13日 パンダハウス 大隈廣 堀内昭 荒川こずゑ 荒川温子

11月22日 マクドナルドハウス東大 大隈廣 早川和子 野島千恵 梅田晶子 金木幸子

2019年10月26日 シバタハウス 大隈廣 西田恵子 荒川こずゑ 荒川温子

10月27日 マクドナルドハウス福岡 大隈廣 堀内昭 堀内紀子 西田恵子 荒川こずゑ 荒川温子
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2020 年 12 月 ぶどうのいえだより 

人 

開設時に日産サポーターズグループから贈られました。  

ぶどうの粒 380 粒のひとつひとつが、初めに寄附してくださった方を表しているそうです。 

年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年

ボランティア延べ人数 887 921 827 759 751

ボランティア登録人数 30 32 26 26 26

0

500

1000

2015年 2016年 2017年 2018年 2019年

ボランティア延人数 ボランティア登録人数

    ＊＊＊ 

ぶどうのレリーフの前で両眼を失って間もない少女に「ツルツルのブツブツで遊ぼう

ね」と手をギュッと握られたとき、生きる強さとポワッとした愛をもらった気がしました。

この瞬間が私の宝物であり、これからも続けたいという気持ちの素です。  

                       （ボランティア ） 

ボランティアの声 
ある日、病院のナースから「今、緊急手術、緊急入院したお子さんがいる。お母さんが動

揺している。」との電話があり、ボランティアは緊張して待ちました。やがて来られたお母

さんはまだ動揺していて、なんと声を掛ければよいか？  

 その時です。同じ病気のお子さんを持つ滞在者が「お母さんがしっかりしなくてどうす

るの。でも、今日だけは思い切り泣きなさい。明日からは、明るい顔で病院に行こうね。」

と言われたのです。 

 ボランティアは、日々、様々な場面から多くを学ばせて頂いています。どこまでお母さ

ん方の立場を理解し、寄り添えるか。私たちの課題です。 
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ロビーにあるレリーフ 
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JHHH ネットワーク会議に参加 
 （Japan Hospital Hospitality House 全国滞在施設会議） 

    

ファミリーハウスの呼びかけで、全国のハウスが互いの情報を交換する会議を持つように

なり、ぶどうのいえは初期から参加しています。 

 2006 年の第 7 回で、ゆるいネットワークが提案され、「福岡合意」というアピールの採択

と現在の名称への変更が決まりました。 

 さまざまな形態のハウスが一堂に会し、講演を聴き報告や問題点を共有する貴重な機会

で、毎回運営に役立てています。 

 最近の会議は以下のとおりです。 

 

 第 16 回 2015 年 10 月 18 日   3 名参加 

      主催：ファミリーハウス、北海道ファミリーハウス 

      場所：北海道大学情報教育館 

 第 17 回 2016 年 8 月 7 日    5 名参加 

      主催：ファミリーハウス 

      場所：国立がんセンター イイノホール、カンファレンスセンター 

 第 18 回 2017 年 10 月 22 日   6 名参加 

      主催：ファミリーハウス、ラ・ファミリエ   

      場所：愛媛県立中央病院 管理棟 1 階 講堂 

 第 19 回 2018 年 10 月 14 日   3 名参加 

      主催：ファミリーハウス、パンダハウスを育てる会 

      場所：コラッセふくしま 401 会議室 

 第 20 回 2019 年 10 月 27 日  6 名参加 

      主催：福岡ファミリーハウス、ファミリーハウス 

      場所：九州大学病院キャンパス 

2020 年 12 月 

 

ぶどうのいえだより 

寄附の推移 

2015年 2016年 2017年 2018年 2019年

法人寄附 3,850,000 2,900,000 2,000,000 2,500,000 2,500,000

一般寄附 7,668,388 6,123,975 6,590,519 7,340,170 4,495,751

運営会費 72,000 66,000 75,000 66,000 102,000

チャリティー 150,000 366,600 136,120 50,630 314,300

収入　計 11,740,388 9,456,575 8,801,639 9,956,800 7,412,051
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運営会員制度の改定 

 2020年3月7日の「第20回運営会員総会」にて、 

運営会員の位置づけを明確化する「定款」の改定を決議しまし

た。 

  改訂後の定款第6条「運営会員は、この法人の目的に賛同し、

事業運営に積極的に参加協力する個人または団体とする。」 

 また第６条の３には、「運営会員の規則は、理事会の議決を経

て『運営会員規則』を別途定める。」とあります。そこで、新た

に「運営会員規則」を新設して明文化を行いました。 

 「定款」および「運営会員規則」は、いずれも東京都より認証

を受けることができました。 

ぶどうのいえの運営に関わってくださる方を募集いたしま

す。詳しくは下記連絡先までお問合せ下さい。 

 

             連絡先：ぶどうのいえ事務局 

          Tel.03-3818-3362 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年12月 

 

ぶどうのいえだより 

お知らせ 

認定NPO法人 ぶどうのいえ 

   第21回運営会員通常総会 開催のお知らせ 

   2021年3月6日（土） 13:00～ 

  会場：東京聖テモテ教会ホール 

 大畑敦子氏 大畑喜道初代理事長夫人、ぶどうのいえ理事（2001~2004年） 

    開設以来、ボランティアとして活動され、のちに理事も務められましたが、 

    2020年11月6日に逝去されました。 

    長年の活動に感謝しますとともに、ご冥福をお祈りいたします。 

訃 報 
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報告 「地震による同時多発火災発生時の避難を考える」 

                            

1 月 26 日（日）に、「ご近所 de BOSAI 根津」が開いた講演会がありました。東京大学大学院の

廣井悠准教授を講師に、地震による大規模火災について学ぶ会でした。 

 東京聖テモテ教会ホールに、近隣の住民や文京区の関係者など 50 名が参加。 

 

廣井悠先生による講演 

 阪神淡路大震災の時の火災の写真（遠方に火が見える）で「あなたは逃げますか？助けますか？」

との問いかけ。糸魚川大火災の場合もはじめは見物していた。遠方に見えると人ごとだと感じて

しまう場合が多い。 

 地震火災は避難情報が出ないので、避難のきっかけやタイミングが難しい。 

防災行政無線は聞こえない。さて、どうしますか？ 

ワークショップ 

 3 グループに分かれて、議論。 

地図上に火災地点を決め、煙の方向や火の強さを表すシートを置いてみる。 

避難にはどのルートが良いか、どこまで逃げられるか、対策はあるか等。 

        

 

 

 

 

 

火災と煙の広がり 

 

参加して 

 ぶどうのいえは、建物の耐震検査も済ませてあり、防災計画も進んでいます。発電機や食料の

備蓄など、特に今年度の予算に組み込んでいます。建物が壊れない前提で、避難生活ができると

思います。また、館内からの出火も想定して滞在者の安否確認ファイルや鍵の管理を通常の業務

としておこなっています。 

 しかし、それだけでは十分ではないと今回の参加で気付きました。近隣の大規模火災では遠方

まで逃げなくてはなりません。ぶどうのいえからの広域避難場所は東京大学です。しかし風向き

によってはその方向に逃げられません。上野動物園、東京ドーム、六義園への避難案も出ました。

不忍池をめざそうと言う声もありました。 

 避難経路も、近所には狭い横町や行き止まりの場所もあります。ぶどうのいえでは、地域の住

民ではないボランティアが多く、周辺に詳しくない者が、東京ははじめてとい在者を誘導して避

難しなければならない。大変なことだと思いました。文京区のハザードマップをよく調べ、日頃

から話し合っておく必要があると強く感じました。 

 ただ、この講演の時点では予測できなかった事態がこのあと起きました。新型コロナウイルス

感染症の拡大です。館内の避難にしても、外部への避難にしても、さらに困難となるでしょう。

この日の学びをもとに、コロナ禍の対策を考えなければなりません。 

           堀内紀子 

2020 年 12 月 

 

ぶどうのいえだより 
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寄贈品        （順不同・敬称略） 

長内英樹（食品）、奧野貢（食品）、花王（株）社会貢献部（洗剤等）、長内英樹（食品）、渡邉雅

子（食品）、関谷隆一（食品）              （2020 年 8 月 1 日〜10 月 31 日） 

 

 

  

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 2020 年 12 月 

        

会費・ご寄付の方々                （順不同・敬称略） 

 松野敦子 菊地緑 森淑子 舘國・康子 匿名 吉田昭子 西平心華子 杉山三郎 内山美由紀 富山

弘子 丸山恒 小田原聖十字教会花園幼稚園 宮﨑なを 山﨑慶子 岸まち子 聖オルバン教会 水戸

聖ステパノ教会日曜学校 松田伸剛 秋田聖救主教会聖使幼稚園 藤木和男 聖パウロ教会 國吉礼子 

瀧口陽子 浅見泰子 目白聖公会イクスディア 土屋賢一 中部教区新生礼拝堂 髙橋幸 内ヶ崎儀一

郎 内ヶ崎昌子 羽深由美子 金井玲子 吉岡容子 藤義博 （株）日立ハイテクノロジーズ 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ズ （株）日立物流 日枝加寿

子 大西健之 東京教区 岡野峻 （株）日立アーバンインベストメント （株）日立システムズ （株）

日立保険サービス （株）日立国際電気 林基治 橋元隆子 賀来秀文 辻善章・育美 （株）リーガロ

イヤルホテル東京 古谷野亘 佐治幸代 匿名 匿名 匿名 浅野恭子 吉田雅枝 五十嵐明子 梅澤

美和子 石渡康弘 匿名 東松山聖ルカ教会 岡田良二 木村義介 イマイノリヒロ 近澤淑子 横浜

シオンキリスト教会 藤井一功 齋籐温子 尾崎伊佐子 寺村佳江 大蔵浩之 聖オルバン教会 立教

女学院キリスト教センター 立教女学院 渡邉誠 堀内淳郎 倉石昇 倉敷信 宮野紀栄子 宮尾春世 

大久保えま子 匿名 渡辺房士 三浦優子 大隈廣 丸田研一 田中宏徂 菊地純子 髙橋幸 別所文

雄 田中芳子 木村義介 小林力 菅原ひとみ 堀内昭 堀内紀子 野辺恭子 三村信子 椎橋照子 

荒川雄行 荒川こずゑ 荒川温子 堀楚乃子 岩竹節子 鵜飼良機 鵜飼久美子 倉石昇 北原和夫 

梅田晶子 八代捷 横山融 田中応佳 岡村ゆき子 仲谷芳久 西田恵子 倉田静江 酒井三貴子 匿

名 上松恵子 加藤誠  早川和子 小口淳子   

                         （2020 年 1 月１日〜10 月 31 日）  

 

 

★ ありがとうございました 

★ ありがとうございました 

第 21 回 JHHH ネットワーク会議   2020 年 12 月６日（日）  

  Zoom 会議形式による開催  

テーマ「コロナ禍にあっても安全安心にハウス運営しよう」 

お知らせ 

いつも「ぶどうのいえ」の活動をお支えいただき有難うございます。 

来年度に向けて、振替用紙を同封させていただきました。 

  どうぞよろしくお願いいたします。   事務局長 木村義介 

ご寄付のお願い 


