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あんしん

なっとく

じゅうじつ の生活

●グループホームの運営

●あったかほーむの運営

●余暇利用の支援

●環境保全の活動

お品書き

わいわい日中ボラ。

時間：おまかせ。

月１回でもかまいません。

お話相手、散歩・買い物

などなど。

募集中

お問い合わせ ＮＰＯ法人事務局（あったかほーむ内）TEL／FAX 0748-77-6723

２００６年１０月１５日発行 第１１号

ＮＰＯ法人設立５周年を記念する

感謝祭を９月２日に開催したところ、

４００人を超える方々にお越しいた

だき、母体である「なんてん共働サ

ービス」創設２５周年と一緒にお祝

いをして頂きました。この間、多く

の市民のご理解と温かいご支援によ

り、一歩一歩、”地域のくらし”を

キーワードとする活動を続けること

ができました。

改めて”感謝”申し上げます。

ＮＰＯの活動報告

●４月９日 新ホーム検討 東近江市・甲賀市のホーム視察

●４月９日 コンサート実行委員会

●４月21日 鳩の街ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ会議（以後、随時開催）

●４月22日 新ホーム建設委員会（第２回）

●５月９日 理事会

●５月21日 コンサート実行委員会

●５月29日 新ホーム建設委員会（第３回）

●６月３日 みんなおいで家コンサート(雨山研修館)

●６月４日 井の元川清掃活動

●６月７日 新ホーム建設委員会（第４回）

●６月29日 新ホーム建設委員会（第５回）

●７月８日 余暇活動ワイワイ（第71回）モクモク手作りファーム

●７月14日 新ホーム建設委員会（第６回）

●７月27日 新ホーム建設委員会（第７回）

●８月８日 ホーム運営委員会

●８月26日 わいわい運営推進会議（第１回）

●８月27日 新ホーム建設委員会（第８回）

●９月２日 なんてん２５周年・ＮＰＯ５周年記念・感謝祭

９月２日 記念感謝祭にて
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毎月１回、第２土曜日または第２日曜に開催して

いる余暇活動“ワイワイ”は、この１０月で７４回

を迎えることができました。

活動内容としては、ＮＰＯ恒例行事のおもちつき・

夏祭りへの参加、その他日帰りバス旅行や花見・

バーベキューｅｔｃをしています。

しかし、時間やボランティアの少なさ等から、内容が

マンネリ化してきたことが気になる今日この頃．．．

皆さんのご存じの穴場、おすすめスポット、楽しめる場所があればどんどん情報をお寄せ

ください(^_-)

また、“ワイワイ”ではボランティアの募集もしています。

障碍のある方もない方も一緒に楽しんでいただける一日となればうれしく思います。

少しでも興味のある方はゼヒ一度一緒に遊んでみませんか？

ご連絡お待ちしております m(_ _)m （う）

人権

何度も話をさせてもらってるように、私もこれまで多くの、かつひどい人権侵害を行ってきた。障

碍のある人やそうでない人に、はっきりと見える形で、また表面には見えないが、自分の心の内で多

くの過ちを犯してきた。

そんなことを振り返るたびに、その人たちに誠に申し訳ないと頭を下げる。がしかしまたすぐに感

情的になり、結果相手を傷つけてしまう。長い間事業所の内外で繰り返し人権研修を受けながらも、

またぞろ犯してしまう。自分では人権の何ぞやを分かってるつもりだが、なかなか改まらない。

２５年前なんてんを始めたころから、石部町の同和推進教育協議会の連続講座等で本格的な人権教

育を学び始めた。その過程で＜障碍のある人たちと歩むこと＝人権尊重＞なんていううぬぼれに気が

ついた。部落や外国人に対する差別には敏感になったが、何ていうことはない、足下の障碍のある人

たちの人権についての意識は情けないほど薄かったのである。

さらに２０００年からは共生舎を始めて、より深く人権や尊厳の中味を学ばさせてもらっている。

特に、認知症の病気によって起きる不安定な行動に苦しんでおられるご本人やご家族とお付き合いを

させてもらいながら、人権や尊厳についての意識はより深まってきた。

これからも、障碍や認知症ほかいろんなハンディを抱える人の、その人の丸ごと、その人そのも

の、その人の人生全部を認める、尊重するということを繰り返し確認していきたい。どんな人でもそ

の人らしく暮らす、尊厳を持って暮らす権利がある。そしてその保障が人権を守るということなん

だ、という意識を失わないようにしていきたい。

どうか、なんてんや共生舎、ＮＰＯの各場のスタッフのみなさんも今一度振り返ってみて下さい。

（み）

インフォ メーシ ョ ン

・ Ｎ Ｐ Ｏ有志が係わって、 「鳩の街 」 プロジェク トに参加しています。平和堂石部店の

のもと 、子育て支援 （ つどいの広場 ） 、高齢者 ・ 障がい者の移動支援 （ う ぐいす ） 等の

を主に地域の元気な高齢者が主体となって行います。 ９月１ ２日のＮ Ｐ Ｏ法人設立総会

経て、 １ ０月１日から平和堂石部店２階でオープンしています。是非、お越し下さい。
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～ワイワイが日頃お世話になっている皆さんのご紹介です。

赤十字とは、スイス人である“アンリデュナン”の提唱により、戦争時に傷ついた人を敵・味方の区別なく救護する団体

として誕生しました。５月８日のアンリデュナンの生誕日を赤十字デーとして各駅で啓発活動をしております。助けを必要

とする人々に広く手を差し伸べる人道博愛のもと、陰の力となって人々に奉仕するボランティア団体です。

本年、石部町は結成５０周年を迎える記念すべき年です。

この間の世の中の変化は目まぐるしく、物質不足の時代から高度経済成長期を経て、今や心の豊かさを求められる時代と

なってまいりましたが、今日、急速な進展が見込まれる少子高齢化社会となりました。奉仕団では県下統一活動として「一

声ふれ合い運動」を行っています。朝・夕通学される子どもさんへの挨拶、近所の独居老人、障がい者の皆さんの一声運動

です。また年２回、手づくりのかやくご飯・ちらし寿司等を作って友愛訪問をしています。喜んで頂く姿が楽しみです。

災害時の炊き出し「かやくご飯」も上手になりました。

いざという時の救急法の講習、献血の呼びかけ、お手伝いも欠かせない活動の一つです。旧石部町には５か所の障がい者

施設があります。その施設への草刈、布団作り、餅つきと順番に慰問奉仕もしています。また、今年の夏７月は、大変な

長雨で各地に被害が出ましたが、大雨災害義援金を５か所に送付致しました。１２月には海外たすけあい援助として欠かす

ことなく送付を行っております。

ＮＰＯワイワイとの関わりとしては、平成１４年１２月の竣工式のお手伝いから始まり、畑作業（春はじゃがいも植え、

夏はさつまいも植え）をし、収穫した芋でカレーライス・サラダ、芋ご飯を作って皆さんと一緒に楽しく頂きました。また、

フリーマーケットのお手伝い、あったか夏祭りなど皆さんと楽しく過ごしたあの時間、皆さんの楽しい笑顔。

私達、奉仕団は地域の皆さまと手を取り合って奉仕ができる喜びに感謝をし、自信と勇気を持って行動できる奉仕活動を

念じて止みません。 （湖南市石部赤十字奉仕団）

…湖南市石部赤十字奉仕団さんは、 Ｎ Ｐ Ｏの行事毎に先頭切って動いて くださ り 、

いつもお世話になってばかりです。特製 「かやく ご飯 」は本当においし く て、あたたかい気持ちになります。

皆さんも機会があれば 「かやく ご飯 」 ご賞味ください！ （編集委員 ）

グループホームわいわい～ほっこり・にっこり～

先日、他グループホームとの合同運動会がありました。

パン食い競争や玉入れなどわいわいのお年寄りたちも大いに張り切っておられました。

普段の生活では見ることの出来ない姿、格好良く選手宣誓を決めておられる姿や肩を震わせて笑って

おられる姿などを見せて頂くことができ、スタッフも一緒に楽しく過ごすことができました。

日常生活から離れて特別な一日を過ごすことで、お年寄り・スタッフ共に気分転換になったのでは

ないかと思います。日常の繰り返しだけではなく、特別な楽しみがあることはとても大切なことだと

改めて感じました。

それともう一つ強く感じたのは、他のホームのお年寄りとわいわいのお年寄りとの体の状態の違い

です。他のホームのお年寄りが立ち上がったり歩いたりされているのに対して、わいわいには車椅子

を使っておられる方がたくさんおられます。他のホームに比べて身体的にお手伝いする部分がかなり

多くなっているのは確かです。ただこのことはどんなに体の状態が衰えて手助けが多く必要になって

車椅子を使うようになっても、他の施設に移ってもらうのではな

く、住み慣れた場所で安心して暮らして頂こうとするわいわいの

姿勢でもあり、誇りでもあると思います。

お年寄りの状態の変化に伴い、関わるスタッフのあり方にも変

化が必要だと思いますが、これまで大切にしてきたものを守りな

がら新しいわいわいを模索していけたらと思います。

お年寄りが「ここにいられてよかった」と思えてスタッフも

「ここで働けてよかった」と思えるようなわいわいになればと願

っています。 （く）
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〈編集後記 〉

本来なら ８月発行予定のわいわい通信ですが…
編集係の怠慢で２カ月も遅れ、首を長～く してお待ちになって
いた会員の皆様、申し訳ございませんでした！

また、 ９月には 「 あきない応援団 」 さんにご協力いただき 、
Ｐ Ｏワイワイあぼしクラブのホームページが完成しました！活

動状況やイベン トの案内もしております。

アドレスは http://w-aboshi.com/ です
ぜひご覧になって ください♪ （みつい

〈 お願い 〉
会員の皆さまへ。ひき続き 、新規加入者 （正会員 ・賛助会員
のご紹介および、 ２ ０ ０ ６年度の会費の納入をよろし くお願い

いたします。

新ホームの経過報告（ ３ ）

造成工事が完了しました。開発面積1,425㎡（約450坪）で、今回の新ホーム建設用地は、約半分の690㎡（約200坪）を使います。建

入居予定者とご家族も交えて設計が完了し、入札等の結果、ホワイトハウスを建築した伊藤建設さんに再びお願いすることとなりまし

は１階に６部屋で、宿直または同居の方の部屋を２階に設けています。各居室は、 ミニキッチンスペース、たたみのスペース４ ． ５畳

板間スペース、 ミニクローゼッ ト付きの和洋折衷となっています。間取りや工事の進み具合をＮＰＯホームページ （ ９月開設）で紹介

［ＮＰＯワイワイあぼしクラブ 関連事業所の住所・連絡先］

●

〒５２０－３１０７ 湖南市石部東七丁目５番９号

ＴＥＬ／ＦＡＸ ０７４８－７７－６７２３

E-mail: attaka@w-aboshi.com
npowai@ex.biwa.ne.jp(本部)

●

〒５２０－３１０７ 湖南市石部東七丁目５番２５号

ＴＥＬ／ＦＡＸ ０７４８－７７－５７４１

E-mail: waiwai@ex.biwa.ne.jp
●

〒５２０－３１０８ 湖南市石部南七丁目９番２０号

ＴＥＬ／ＦＡＸ ０７４８－７７－４２７４

E-mail: suzuran@w-aboshi.com
●

〒５２０－３１０８ 湖南市石部南四丁目９番５－１号

ＴＥＬ／ＦＡＸ ０７４８－７７－０６３０

E-mail: info@w-aboshi.com
●

〒５２０－３１０８ 湖南市石部南六丁目９番２９号

ＴＥＬ／ＦＡＸ ０７４８－７７－３１３０

E-mail: pskm67097@ares.eonet.ne.jp
white@w-aboshi.com

●

〒５２０－３１０７ 湖南市石部東三丁目１番５号

ＴＥＬ ０７４８－７７－８３４６

ＦＡＸ ０７４８－７７－８３５０

●

〒５２０－３１０８ 湖南市石部南六丁目１０番１０号

ＴＥＬ ０７４８－７７－５５８０

ＦＡＸ ０７４８－７７－５６１７


