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一気に花見頃が過ぎて、ＧＷに突入し
そうな勢いで季節が移りゆく今日このご
ろです。一月には、ＧＨわいわい十周年
・くらしカフェ一周年を催しました。改
めて皆様に感謝申し上げます。
また、嬉しいことに、この四月からフ
レッシュなお二人をわいわい正規スタッ
フとして迎えました。介護雇用プログラ
ム修了者も継続して世話人等として活躍
されます。よろしくお願いします。

お品書き

1月13日

●グループホーム
●あったかほーむ
●くらしカフェ
●余暇利用
●環境保全

あんしん
なっとく
じゅうじつ

の生活

わいわい１０周年お祝いの会にて

4月3日 入居者様の100歳のお祝いに市長来訪。
ＮＰＯの活動報告
“おめでとうございます”市長とともに
●10月14日 環境保全活動
●10月17日 わいわい運営推進会議
●11月18日 三役会議
わいわい日中ボランティア。
●12月15日 ホーム・事業所合同連絡会議・第三回理事会
● 1月 1日 正月日帰り旅行
時間：おまかせ。
● 1月 2日 わたの実会（くらしカフェ）
月１回でもかまいません。
● 1月12日 余暇ワイワイ（初詣）
お話相手、散歩・買い物
● 1月13日 わいわい10周年お祝いの会（柑子袋まちづくりセンター）
● 1月26日 ホーム・事業所合同新年会（ホテルニューオウミ）
などなど。
● 1月27日 くらしカフェ1周年記念ご近所さんライブ
● 2月 9日 余暇ワイワイ（ボーリング）
● 2月11日 コンサート実行委員会（第一回）
● 3月 3日 わたの実会（野洲市５３９・もあ寮ひなまつり寮生げき）
● 3月14日 わいわい運営推進会議（避難訓練）
● 3月17日 南花避難訓練
● 3月22日 第四回理事会
● 3月24日 スペシャルオリンピックス・トーチラン（彦根城）
● 4月21日 わいわい運営推進会議
● 4月21日 ホーム・事業所合同連絡会

募集中

月1回

ホームｻﾎﾟｰﾄ会議、あったか企画会議、わいわい運営会議

お問い合わせ ＮＰＯ法人事務局

TEL 0748-60-2903 FAX 0748-60-2907
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「シゲさん」
シゲさんが亡くなった。９９才と２か月、大往生である。３月３０日の夜、済生会病院に
運ばれて「脳梗塞で右脳が殆どやられています。お年からしても積極的な治療は難しいで
す。いつ往かれてもおかしくはない状態です。」というドクターの説明を受けた。しばらく
して救急病棟へ移動することになった。ベッドが動き始めると、シゲさんは少し意識を取り
戻し右手を大きく挙げて息子さんの手を握った。それを見て「今回もひょっとしたら乗り切
られるかも知れませんね」と息子さんに話した。「わいわい」に来てから何回もあった看取
り期を、いつの間にかやり過ごされた強い生命力が頭にあったからである。
シゲさんは８９才までは九州の佐賀で過ごし、事情があって長男さんの居る湖南市に移っ
てきた。そのうち認知症が進み「わいわい」の利用となった。最初のうちは「帰りたかよ、
早う息子ん所に連れて行かんね」とスタッフを泣かせた。私もたまに行ってはそんな場面に
出くわした。そして私と故郷の話をした。丸ボーロや小城羊羹、百姓仕事や昔遊びの話など
をしてその場を治めた。シゲさんと私は１９年間隣町で暮らしていたのである。
それから後ますます忙しくなった私は、シゲさんとゆっくりと向き合うことは殆どなくな
った。たまに行ってそばに行くと「誰ね？」と皮肉っぽく笑われ軽くあしらわれてしまっ
た。
シゲさんは亡くなった晩を「わいわい」で過ごすことになった。私もシゲさんと枕を並べ
て寝た。朝目がさめてシゲさんの顔を見ると、昨日病院で看取った時よりさらに柔和な表情
になっていた。自分の母には出来なかった孝行が、今回も少しは出来たかなと思った。シゲ
さん、ありがとう！ （み）
インフォメーション

＜行事予定＞
くらしカフェ２階サロン・オープニング：５月７日（火）
２０１３ みんなおいでやコンサート：６月１日（土）雨山研修館
＜スタッフ募集＞
介護雇用プログラム：ＧＨわいわい１名、知的ホーム２名 働きながら資格取得できます。

“ならでは”の働きの拡がりを！！
みなさま、こんにちは。街かどケア滋賀ネット事務局員の野村と申します。前職の時から、街かどケ
ア滋賀ネットと関わりを持たせてもらっていたのですが、正式に事務局員として勤務するようになり、
1年が経ちました。
主には介護や保育の場での障害者雇用が拡がるための調査研修を行ったり、雇用事業所や障害のある
人たちに対して研修を行ったりしています。ＮＰＯワイワイあぼしクラブ関連事業所様にはいつもお世
話になりありがとうございます。
私たちは、知的障害のある人それぞれにある、効率性や生産性だけではない計り知れない働きのこと
を「“ならでは”の働き」と呼んでいます。「“ならでは”の働き」がもっと拡がっていくように、そ
して様々な人が “お互い様”を感じ、助け合い、支え合う、温かい場づくりの担い手（「いきいき生
活支援員」と呼んでいます）に障害のある人にもなってもらえるように、これからも活動を続けていき
たいと思いますのでよろしくお願いいたします。
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介護雇用プログラムを終えて
私は福祉関係の仕事は初めてで、初日はとても緊張しましたがグループホームの住人の皆様が笑顔で迎えて下さり
心が落ち着きました。この一年、主任、世話人、理事、関係者皆様の心優しいご指導をいただける良い環境で、
「介護雇用プログラム」を履修する事ができ感謝の気持ちでいっぱいです。また、「ニチイの講座」では丁寧に対応
して頂き、一から介護について学ぶことができました。
実習で心に残っていることは、生活の中に、利用者とヘルパーの両者に絶えず笑顔があることでした。身体が不自
由になり、自分の思いを上手く伝えられない利用者の気持ちに寄り添いながら、コミュニケーションを取り合う中で
両者の間に穏やかな空気が流れているのを感じ、素晴らしい仕事だなと実感しました。
ＮＰＯの研修にも多数参加させて頂き、目から鱗的な話しを聞かせていただき勉強になりました。一年があっとい
う間に過ぎたなと思います。
ありがとうございました。

（西村 典子）

ホワイトハウスとくらしカフェでの一年間
昨年の５月からホワイトハウスとくらしカフェでお世話になり、もうすぐ一年が経とうとしています。きっかけは
「働きながら資格が取れる」という求人を見たことでした。それから毎日が勉強の日々です。ホワイトハウスの住人
さんにとって私は、子どもや孫のような年齢です。自分に何ができるのかな？と悩むこともありました。初めから今
でも住人さんに「しっかりしてや～」と言われながら、色んなことを教えてもらっています。くらしカフェには、多
世代のお客様が来られます。お客様からの嬉しい声や、子どもさんの可愛い笑顔に支えられながら日々働かせていた
だいています。振り返ってみると、住人の皆さんや職員の皆さんに支えていただいて今日までこれたんだなぁと、感
謝の気持ちでいっぱいです。これからは少しでも皆さんの力になれるように頑張っていきたいと思います。
これからもよろしくお願いします。

（西村 圭織）

今年で１０回目の春を迎えるわいわいです。
毎日のくらしをお手伝いさせてもらっていますが、その中でもお年寄りの皆さま、スタッフとともに、色々な
出会い、別れがありました。
今回は、この４月より常勤スタッフとなった２名を自己紹介という形で掲載させていただきます。２人とも
高校生の時からわいわいでアルバイトをして経験を積んでいる若さあふれる平成生まれのスタッフです♪
♪写真左♪ ４月から正社員になりました上羽 奏（うえば かな）です。
高校１年の９月からわいわいで泣いたり笑ったりの楽しい日々を過ごさせて頂いています。正社員になり、
高校生の時とはまた違う緊張感と責任感がありますが、周りの
人生の先輩や先輩スタッフに教えてもらいながら、これからもわ
いわいでみなさんが笑顔になってもらえるように頑張っていきた
いと思っています。よろしくお願いします!!!
♪写真右♪ 一昨年の夏よりわいわいに来させていただくよう
になり、この度常勤スタッフになりました山本菜々美といいます。
わいわいでは、介護に関することだけでなく、人生の大先輩たち
に社会や人生、時には命のことを教えてもらっています。スタッフ
ではありますが、おじいちゃん・おばあちゃんの孫のような存在で気持ちに寄り添えるように頑張ります。
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［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
●
〒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: qpmx33521@nike.eonet.ne.jp
●
〒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 湖南市石部南八丁目1番20-210号
ＴＥＬ／ＦＡＸ ０７４８－７７－０６３０
E-mail: wac-sansan@dream.jp
●
〒５２０－３１０８ 湖南市石部南五丁目４番４号
ＴＥＬ／ＦＡＸ ０７４８－７７－４７９１
E-mail: wac-sazanka@dream.jp
●
〒５２０－３０４３ 栗東市林４８０番地
栗東ハイツＡ棟101号
ＴＥＬ／ＦＡＸ ０７７－５５３－０９７５
●
〒５２０－３１０８ 湖南市石部南七丁目１番９号
ＴＥＬ／ＦＡＸ ０７４８－６０－１１５７
E-mail: vpkv25205@ares.eonet.ne.jp
●
〒５２０－３１０７湖南市石部東二丁目１番３６号
ＴＥＬ ０７４８－６０－２９０６／ＦＡＸ ２９０７
E-mail: wac-info@dream.jp
●
〒５２０－３１０７湖南市石部東二丁目１番３６号
ＴＥＬ ０７４８－６０－２９０３／ＦＡＸ ２９０７
E-mail:SP wac-sprtc@dream.jp 本部 honbu-saport@dream.jp
＜くらしカフェ・二階サロン＞前回、お知らせした県の介護予防推進交付金を活用してのエレベーターと二階サロンの
リニューアルが完了しました。５月のゴールデンウィーク明けのオープンを予定しています。
落ち着いた雰囲気で、食事や喫茶を楽しんでいただく空間となっていますので、是非、お立ち寄りください。(せ）
〈編集後記〉
季節は一気に春を迎えましたね。わいわいでは初めて新卒の
スタッフを迎え春をスタートしました。スタッフ一同、新し
い気持ちで頑張っていきたいと思います。
（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、今年度の会費の納入をよろしく
お願いいたします。
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