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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

２００８年１月１５日発行 第１４号

ＮＰＯの活動報告

●８月19日 わいわい運営推進会議

●８月30日 西伊豆視察団との交流会

●９月１日 余暇活動ワイワイ(第85回)

●９月１日 わいわい・なんてん夏祭り

●10月13日 グループホーム運動会

●10月14日 余暇活動ワイワイ(第86回)ドライブ

●10月14日 市民農園の集い

●10月21日 わいわい運営推進会議

●11月４日 井の元川清掃活動

●11月11日 余暇活動ワイワイ(第87回)

●11月11日 ふれあい広場

●11月13日 わいわい・なんてん合同研修会

●11月17日 市民農園いも掘り

●11月18日 糸賀一雄記念音楽祭

●12月４日 鳩の街プロジェクト推進委員会

●12月14日 ホーム運営委員会

●12月15日 余暇活動ワイワイ(第88回)お餅つき

●12月16日 わいわい運営推進会議

●12月22日 理事長還暦・表彰お祝いの会

●１月13日 余暇活動ワイワイ(第88回)初詣

昨年末に理事長の還暦をお祝いする会

をＮＰＯ・なんてん各事業所合同で、レ

ストラン「潮」を会場にして開きました。

平成も人間の歳でいうと成人式を迎える

こととなり、何かと節目の年となるので

はないかという予感がします。

本年が皆さまにとって良い一年になる

ようお祈りするとともに、ＮＰＯの各事

業に対する変わらない温かなご支援をお

願いいたします。

グループホーム運動会にて
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昨年 １ ２月 ２ ２日に行った “ お祝いの会 ”

この日は 、理事長の還暦のお誕生日でもあり 、 “ アジア太平洋障害者の十年中間年記

念内閣総理大臣賞 ” 受賞お祝いも兼ねてNPO ・ なんてんの事業所関係者が集まりました

（‥実は 、忘年会まで兼ねていたりしましたね。 ）会場は 、なんてんに縁のあるレス

潮 。 参加者は 、 100名を超えました 。

さてさて 、気になる内容を突撃レポート しましょう 。

まず、乾杯のあとは 、各事業所からのホッ トなプレゼン ト…

還暦と言えば 、そうっ！赤いシリーズですね。 そうそう 、チャンチャンコ！それだけ

ではありません 。靴下あり 、帽子あり 、 [愛]の一文字入りのパンツまで！

～たっぷりの「愛」 と 「笑い」が贈られました 。

なんてんの創立期のＤ Ｖ Ｄ映像を見ながら 、美味しい食事を…

みんな食べ盛りであっという間にお皿は空！追加料理を楽しみながら 、 またまた

ホッ トなプレゼン トがたくさんのビンゴ大会！

そして 、お祝いのリレーメッセージ！司会者から突然当てられちゃった方々ドキ

ドキしましたよね～ ＾ ＾ ；

終始温かな雰囲気での「お祝いの会」でした 。

理事長さま 、 これからも体に気をつけていただき活躍されるよう祈ります 。

（編集委

お正月２日の昼からおとしよりのグループホームわいわいの初詣に行った。これまで行

っていた吉姫神社の階段はもう登れないということで、今年は車が横付け出来る上葦穂神

社に変更した。

吉姫さんより一回り小さくまばらの参拝者だが、宮さんの風情はとてもよかった。本殿

の前でハルさんが100円のお賽銭を入れながら「神様お釣りをお願いします」と言った。

冗談なのか本気なのか分からないが、グッドタイミングの一言にみんなで大笑いした。

それこそお金には換えられない笑いという立派なお年玉をいただき、正月早々とても豊か

な気分になった。

そんなこともあったからであろうか、次の４日の共生舎での書き初めでは自然に“笑う

ぞ”と筆が動いた。

さて、個人的には昨年暮れに還暦を迎え、新たに数え１才のスタートを切った。数多く

の失敗を重ねながらの６０年だったが、神様のお許しをいただきながらの再スタートであ

る。これからはおとしよりほどは無理にしても、まわりの人たちにちょっとした笑いや安

心感を与えられるような存在になっていきたい。

また事業の方では、いよいよ小規模多機能型居宅介護「秋桜舎」の準備が大詰めを迎え

る。建物やスタッフの準備もさることながら“認知症になっても住み慣れたわが家で暮ら

し続ける”いう大テーマにどう応えるか、また、挑戦が始まる。ただこれも“笑い”とい

う間を入れながらの、ゆるやかな挑戦にしたいと思っている。 2008.1.10 （み）

インフォ メーシ ョ ン ＜サポートセンターの開設準備＞

Ｎ Ｐ Ｏ事業所の連携強化とサービス向上を目的とするサポートセンターの四月開設をめ

て、準備を進めています。 「井上さんちのお食事会 」 でお世話になっている井上正隆さ

チーフをお願いし 、拠点の確保やサポートの中身の検討をしています。当面、サポート

ターのサポートが必要ですので、皆さま方のご協力をよろし くお願いいたします。
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～日ごろワイワイがお世話になっているボランティアセンターさんからのメッセージです～

《湖南市ボランティアセンター》
湖南市ボランティアセンターは 、ボランティア活動に参加してみたい人と 、ボランティア活動の援助

める人の双方の希望を聞き 、活動などの調整をしています 。

ボランティアセンターは 、市内に ２箇所あり 、現在登録８ ０余りの様々なグループが地域の福祉施設

学校などで活躍されています 。

なかでも石部東にある 『ボランティアセンターふれあい 』 は 、

「わいわい」 さんの近くなので 、入居者の方々が遊びに来られた

り 、月 １ 回「歌とお話の宅配便」のボランティアが訪問しいっしょに

楽しいひと時を過ごしたりしています 。

また 、玄関入り口横の花だんは 、園芸ボランティア 「四季の花」

グループにより季節ごとのきれいなお花で入居者の方々に楽

しんでもらっています 。

ほかにも演芸や演奏グループなどたくさんのグループがあり

ます 。

是非リクエス ト してくださいね 。

（ ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰふれあいさんより寄稿）

グループホームわいわい ～ホーム長ほっこり・にっこり～

わいわいは、去年の１２月２２日で５周年を迎えました。

０歳の赤ちゃんが５歳の幼児になるように、何も分からない手探りの状態から始まって周りの方々に

支えていただきながら、立って歩けるようになったのかなと感じています。

～去年の秋冬は、たくさんの行事がありました～

１０月１３日は、湖南市グループホーム合同運動会：結果は４位！！

（４チーム中です！！！）→けれどもスタッフ対抗の綱引きはダントツで

１位でしたよ！結果はどうあれ、わいわいと楽しい時間を過ごせました。

１１月６、７日は、近江八幡にあるウェルサンピア滋賀へ一泊旅行

に行ってきました。直前に怪我をされて１名の方が残念ながら不参加

になりましたが、８名の入居者さん＋家族の方＋理事＋スタッフの合

わせて２５名で行ってきました。たっぷりの温泉！美味しいご馳走！

そしてカラオケに大満足！帰り道ではきれいに咲いたコスモス畑に秋

を感じました。

１２月２７日にはわいわい５周年＋忘年会（クリスマスも）兼ねて守山のレストラン・サンマルク

へ出かけました。焼きたてパンは美味しかった！‥‥らしい・・・（実は私は風邪をひいて寝込ん

でおられた方と留守番でした・・・グスン；；）前に進んだり、後ろに戻ったり、入居されている

お年寄りは日々変化しておられます。スタッフはそれに気付き、慌てることなく、いつも前向きな気

持ちでお年寄りと一緒に歩んでいきたいものです。 （せこ ）

月に一度のおたのしみ！

"歌とお話の宅急便 ” のみ

なさん 。 色々な特技でお

年寄りのみなさんを楽し

ませてくださいます 。

「四季の花」のみなさんに植栽していただきました 。

わいわいの玄関を四季折々の花がいつも明るくして下さいます 。
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(編集後記 〉 この場をお借り して～～
“わいわい介護スタ ッフ募集中デス♪♪♪
笑いの絶えないホームです。子育て中のママも働きやすい職場です。

詳し くはホームページまたは「わいわい 」 までご連絡くださいね。

［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

前号で予告していましたが、念願のパンフレッ トが刷り上がり ました。 これまで、視察に来られた人にお

り 、説明用に配布する適当な印刷物があ り ませんでした。やむなく分厚い報告書で代用などしていましたが
の人にお渡しできず、心苦し く思っていました。そこで、一念発起して製作したのが、今回、同封したパン

「 可愛く出来上がっているネ 」 と好評です。 イラス ト ・ レイアウ トは、全面的に 「 Ｊ 子 」 さんこ と林順子

だきました。本当にあ りがと う ございました。 （ せ ）

〈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。


