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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

２００７年８月１５日発行 第１３号

ＮＰＯの活動報告

●２月10日 余暇活動ワイワイ（第78回）スケート

●２月24日 日赤さん、いしべっこさん交流会

●３月４日 市民農園・農機具小屋作り

●３月11日 余暇活動ワイワイ（第79回）陶芸

●３月17日 さん・れいく→南花引っ越し

●４月１日 グループホーム世話人着任式

●４月14日 余暇活動ワイワイ(第80回)いちご狩り

●４月15日 わいわい運営推進会議

●４月21日 あったか ゲーム大会

●５月12日 余暇活動ワイワイ(第81回)お餅つき

●５月13日 南花（さざんか）竣工披露式

●５月19日 ＮＰＯ総会

●６月３日 井の元川清掃活動

●６月10日 余暇活動ワイワイ（第82回）カレー

●６月17日 わいわい運営推進会議

●６月24日 みんなおいでやコンサート

●７月７日 あったか じゃがいも掘り

●７月14日 余暇活動ワイワイ（第83回）

●８月７日 ホーム運営委員会

●８月12日 余暇活動ワイワイ（第84回）プール

地震に台風、猛暑と、天の気まぐれが続

く日本列島。今年から始めました市民農

園もエコスタイルをとって、雨水利用の

貯水漕が目玉ですが、お盆明けには底を

つきました。

恵みの雨を待っていますが、この通信が

お手元に届く頃には、暑さもおさまって

いるでしょうか？

９月１日（土）には、恒例となりました

夏祭りを行います。どうぞお越し下さい。
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６月２４日、湖南市にある雨山研修館にて「２００７

みんなおいでやコンサート」を開催しました。

このコンサートは今年で３回目になります。

出演者の一人であるソプラノ歌手・山本隆子さんは長年

高島市で音楽を通しての地域活動をしておられます。

「ぜひ石部でも取り組んでみたい」という事からこのコン

サートが始まりました。「いろいろな楽器の生の音を聞い

てほしい」と、毎年趣向を変えて楽しいゲストをお連れく

ださいます。

今回はピアノの他、馬頭琴(ばとうきん)・フルート奏者とご一緒に演奏をしてくださいました。

「ここに参加している皆さんと一緒に、みんなで作り上げていく感じが素敵ですね」と言ってい

ただいたことをとても嬉しく思います。

開催当初より「一人ひとりが出来るところで少しずつ力を出し合って一つのものを作りあげてい

く」という考え方を大切に取り組んできました。

たくさんの方に支えていただきながら手探りの状態で進めてきましたが、回数を重ねるごとにそ

の大切さを実感し、人と人とのつながりの大切さに気づかされます。

これからも、みんなの気持ちがつながり、その輪が広がっていくようなコンサート

づくりをめざしていきたいと思います。 （実行委員Ｈ）

私の田舎でも昭和３０年代に入ると、田んぼに耕耘機や発動機が見られるようになり、

それまでの主役であった馬や牛、水車などが次第に姿を消していった。そして県では「米

生産日本一」（反当たり水稲収穫率）をめざして、本格的な集約農業に乗り出した。１反

で１３表も１４表も獲ろうとして、機械化と化学化に躍起になった。なかでも象徴的なも

のが「ホリドール」であった。害虫駆除剤として大量に撒かれた。虫も死んだが、あまり

の強い毒性にクリーク（農業用水路）のふなやなまずなどがプカプカと浮かんだ。そして

時には、散布作業のおやじや青年たちも死んだ。そんな反省を活かして、それから殺虫剤

や除草剤の毒性はかなり抑えられた。また近年になって減農薬・化学肥料の取り組みがい

っそう進められるようになってきた。

もちろんまだまだ充分とはいえないが、そんな農業関係者の努力の反面、一般家庭での

除草剤の使用が増えてきた。庭先や空き地で、立ち枯れの無惨な草や赤茶けた土を見るに

付けつらくなってしまう。中には、まだ小さい子どものいる家の周りに除草剤が撒かれて

いることもある。夫婦揃ってまだ若く、除草作業が困難だとは思われないのに除草剤が撒

かれ、草木１本生えていない。

毒性は低いとはいえ草を枯らすほどのものが、小さい子どもの身の上に影響がないわけ

はない。またそれ以上に心配なのは、子どもたちの心への影響である。雑草とはいえ命を

もった植物を我が身の都合だけで消してしまう行為が、子供たちの歪んだ育ちにつながら

なければいいのだが・・・。 （み）

インフォ メーシ ョ ン

９月１日 （土 ） １ ５時から １ ８時まで。恒例の 「夏まつり 」 を開催します。会場は、昨

記念の会場と同じ く 、石部医療センター前のコ ミ ュニテ ィーセンター公園広場です。

Ｎ Ｐ Ｏとなんてんの合同企画で、 「かきごおり 」 「 フランクフルト 」 「 フライ ドポテ ト

やく ごはん 」 「 とんじる 」 「 ビール 」 「 ラムネ 」 などなど。ご近所お誘い合わせでお越
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新ホーム“南花（さざんか）”がスタートしました。

「 今日は、どっちのお風呂に入んにゃー！！？ 」
今日もそんな声が廊下から聞こえてきます。
…どっちのお風呂って？

そう！南花 （ さざんか ） には大小２ タイプのお風呂があるのです。
その日の気分に応じて自分で選んでお風呂に入ります。
これには皆さん大満足のご様子。

南花は、 ４月１日、男性４名 ・女性２名の計６名でスタート
しました。

(2007.4.1世話人着任式)

「 南花 （ さざんか ） 」 というホーム名は 「 石部
咲く 、一人ひと りが輝く星
りたい 」 という願いを込め
んによって名付けられまし

新しいホーム、 メンバー、世話人との関係 ・
様々な変化に戸惑う場面も
える今日、 「 ただいま！！
ました。

ここが私たちのホーム （
エネルギーを蓄えて明日も

グループホームわいわい ～ホーム長ほっこり・にっこり～

＊ 毎日笑ってますか？ ＊

現在４８歳の私は、心も身体もしんどーい日がたまにあるんです。

でも、わいわいに来てお年寄りに会って色んな話をしているうちにドンドン元気になっていきます。

こわばっていた口元がニコー！っと笑顔になります。そして気が付いたら大笑いしています。

先日、あるスタッフから「瀬古さんはいつも元気そうで自然な笑顔がうらやましい」と言ってい

ただきました（とてもうれしかった！）←でもこれって自分だけの力じゃないんですよ！

私たちわいわいスタッフは日頃さりげないケアを目指していますが、さりげないケアをお年寄り

から受けているのは、どうやらスタッフたちのようです。

お年寄りの笑顔が私たちの元気の素になっているように、

私たちの笑顔もお年寄りの元気や、やる気に繋がればええ

なぁ～と思います。

一度わいわいに遊びに来てみて下さい。

にぎやかな笑い声を聞きながら、ゆっくりと元気をもら

えるかもしれませんよ( ＾ o ＾ )

（せこ ）
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〈編集後記〉７月末をもって、ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑわいわい
ホーム長の宮島さんがご勇退されました。ホーム開
所当初から本当にお世話になりました。新しいとこ
ろでもご活躍されることを願っています。

（みつい）

［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: npowai@ex.biwa.ne.jp
（本部） info@w-aboshi.com

●

〒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: white@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
●

〒５２０－３１０８ 湖南市石部南五丁目４番４号

ＴＥＬ／ＦＡＸ ０７４８－７７－４７９１

E-mail: attaka@w-aboshi.com
○

〒５２０－３１０７ 湖南市石部東三丁目１番５号

TEL ０７４８－７７－８３４６ / FAX ７７－８３５０

○

〒５２０－３１０８ 湖南市石部南六丁目１０番１０号

TEL ０７４８－７７－５５８０ / FAX ７７－５６１７

例年と同様、前年度事業 ・決算報告と今年度の事業計画 ・予算を取りまとめた冊子を作成し 、会員の皆さんに配布しまし

この冊子をＮ Ｐ Ｏの説明用に視察に来られた方などにもお渡ししていましたが、部数が限られているため、パンフレッ ト

という声がありました。そこで製作チームを立ち上げ、編集会議を重ねています。次回の配布物と一緒にお配りする予定

〈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、今年度の会費の納入をよろし くお願いいたします


