
  

 

 

 

 

 

                             （題字 吉井子雪先生） 

宅老所報告   「咲いた!咲いた！」                      

３月に続けて、念願の天白農業センターのしだれ梅を見に 

いき、翌週に山崎川の桜を見に行きました。農業センターで 

は、しだれ梅祭りが終わっていましたが、まだきれいに咲い 

ていました。レストランで好きなランチを食べて、鶏の卵の 

ふ化の様子をゆっくり見ました。まだ、羽根が乾きっていな 

いひよこがいて、大丈夫かしらと皆で見つめていたら、急に 

歩きだしたので、びっくりするやらホッとするやら。 

山崎川の桜は、桜ご飯を早めに食べて、出かけました。桜 

は８分咲きぐらいで人が大勢歩いていました。車いすで出か 

けた荘平さんが、「咲いた!咲いた!」と目を細めていました。 

三重県から月に一度通ってくれている利用者さんは、しっかり 

と歩かれ、お花見を楽しんでくれました。 
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工房えんがわ 担当 早川 

４月２１日（日）、えんがわフェア開催！ 

どうぞ皆様、遊びにいらしてください。 

１２月のえんがわフェアでは、ボランティア

の参加者も少なく午後より雨模様でしたが、例

年以上の売り上げがありました。そして、東日

本大震災で、支援に入っている宅老所・グルー

プホーム全国ネットワークに、今回も１万円を

お送りしました。 

今、指人形、軍手人形の他に、マスクをたく

さん作っています。 

前回注文を受けた特殊なクッションのお礼

状を写真付きでいただきました。えんがわでは、

ビーズが飛び散るので、できなくなりましたが、

喜んでいただけてよかったです。 

編み物班の手編みのマフラーと帽子は、宅老

所のクリスマス会で、サンタさんのプレゼント

に全員がいただき嬉しい日でした。誕生日プレ

ゼントにもさしあげ、喜ばれました。 

 

書道教室  担当  吉井 

日 時 第 4水曜・第 1土曜日 10時～12時 

参加費 1回 600円 

冊子代 3ヶ月分前納 1800円 

講 師 吉井子雪(登絖社 常任理事)  

 

 

 

 

 

 

 

 

おもちゃ図書館 にこちゃん 

開館日 毎月第 3 土曜日 １０時～１２時 

４月はえんがわフェアのため、第２土曜日、

４月１３日に変更します 

おもちゃ図書館は、おもちゃで一緒に遊び、

人や物との出会いを多くして、障害のある子

もない子にも楽しい時間を提供するボラン

ティア活動です。参加費無料。おもちゃや絵

本の貸出しも無料でしています。 

 ２月はお父さんと一緒に参加されたご家族

が２組あり、おもちゃ選びを楽しまれていまし

た。 

「にこちゃん」は、瑞穂区子育て支援ネットワ

ークさくらっこに所属しています。 

「さくらっこ♪マップ」や「さくらっこ♪スケ

ジュール」あります。 

http://www.sakurakko.org/ 

問合せ 瑞穂区子育てネットワークさくらっ

こ♪事務局 担当太田 841-4063 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sakurakko.org/


＊賛助会員・会報会員募集中＊ 

平成 2５年度の賛助会費一口 3000 円、会報 

会費一口 1000 円を募ります。えんがわは介護

保険に参入せず、ボランティア活動のままで、 

利用料と、皆様のご寄付､工房の収益で運営し

ています｡ 

口座名は瑞穂デイセンターえんがわ、口座番

号は､00820-9-59363。領収書が必要な方、匿名

希望の方はお知らせ下さい。 

勝手ながら、振込用紙を同封させていただき

ました。期限はありませんので、どうぞよろし

くお願いします。会報がご不要な方はどうぞお

知らせください。会報発行は、１０月、１月、

４月ごろの３回を予定しています。 

ありがとうございました 

皆様のご支援で運営しています。紙面をお借

りして、厚く厚くお礼申し上げます。本来なら

すぐに、お礼状を差し上げるべきところ、大変

失礼しています。なにとぞ、お許しください 

賛助会費・会報会費・カンパ・切手をありがとう

ございました 

安達昭子様 小田晶子様 木村裕美様  

後藤尚子様 聖公会聖ヨハネ教会様 

田中様 田中和子様 長岡経子様 

野端京子様 福島喜代子様 松田様  

森かづえ様 森下東治様 匿名１名様 

品物をありがとうございました。 

青木様 天野様 安藤美里様  

安藤千恵美様 家入様 伊佐治様  

岩城美智子様 稲山律子様 上羽撥子様  

大下様 大須賀様 小川弥生様 大澤斉様 

小田様 小田晶子様 大矢様 大山みよこ様 

小原様 加藤様 金子様 狩野尚子様 

神谷勝子様 川合靖子様 木村ゆかり様 

栗山千恵子様 後藤玲子様 近藤様 

近藤睦實子様 佐尾三保子様 佐口様  

佐野光子様 佐原英子様 杉野様  

鈴木様 鈴木満智子様 聖公会聖ヨハネ教会

様 田中武子様 田中博之様 永井雅子様  

長岡経子様 中村貞子様 中村蓉子様  

中村直樹様 名倉様 中根学童保育様 

中山秀子様 中山順子様 長谷川様 

長谷川節子様 早川由美子様 坂野典子様 

東様 広井道子様 平井和子様  

藤澤眞砂子様 船川様 堀内哠子様  

本多トシノ様 堀田整様 増田ヒデ子様 

増岡みどり様 松村邦子様 三瓶ゆき子様 

三島ゆき子様 瑞穂区社会福祉協議会様 

武藤朝美様 森かづ江様 森下市民農園様 

森往子様 柳澤つや子様 山岸千代栄様  

山口みよ子様 ヤマナカ製帽所様 山本様 

吉井子雪様 吉金様 吉川容子様  

余伝征子様 脇田武子様 渡辺紀久江様  

渡辺美衛子様 匿名１０名様 

＊ 熱田イオン イエローレシートキャンペーン  

   毎月 11日に お買い物のレシートを応援した

いグループの箱に入れると、レシート金額の 1％

が寄贈されます。おかげさまで、食料品や日用雑

貨などを購入して大変助かっています。 

美味しいワカメを食べよう会 

 http://ameblo.jp/hatakeyamasuisan/ 

震災支援です。歌津寄木の畠山さんは、津波で

家も船も加工場もなくされましたが、出資金を

集めてワカメを作られました。とてもおいしい

わかめでした。皆様もご注文どうぞ。 

畠山水産 Tel・FAX0226-36-2170 

てっつあんわかめ 500g 700円など 



＊ボランティア募集中！ 

随時、宅老所のスタッフ、工房、事務や会計、

おもちゃ図書館のボランティアを募集してい

ます。水曜日（第 4 を除く）に、見学に来てく

ださい。３７名の仲間がいます。年会費２千円。 

＊集めています 

古切手は、お誕生日ありがとう運動へ。 

おもちゃは､おもちゃ図書館で使っています｡ 

着物や毛糸・布地は工房えんがわで使います｡ 

古植木鉢は､庭の花などの植え替えに。 

書き損じはがき 世界寺子屋運動のため回収。 

＊着物を着て出かける会 

歌舞伎を見にいきたいねと言いながら、なか

なかチャンスがありません。 

生け花の新春のつどいでは、二人が、えんが

わの仲間に着付けてもらい、いそいそと出かけ

ました。講師の先生方も、皆さん着られてすて

きです。舞台にずらっと並ばれると、また、迫

力があります。着付けショーもあり、着物はい

かに着慣れるかが、大事なことと思いました。 

＊だらだらビアガーデン 

夏の夜を、飲んで食べて、歌って楽しい時間

を過ごしましょう。独身の方のご参加、大歓

迎です。お友達を連れてご参加下さい。すて

きな出会いがありますよ。 

日時 ７月２７日（土） 午後６時～１０時 

参加費 １０００円＋一品持ち寄り 

内容 シャンソン(シャンソン・ド・マダム)、

ギター（有田さん）、リコーダー演奏(天野さ

ん)、コカリナ演奏(山田さん)、落語・南京

玉すだれ(立松さん)、ビンゴゲームなど。 

「えんがわの歌」と「雁ぶらソング」歌います。 

＊地域通貨  

お助けクラブ みずほの会 

地域通貨お助けクラブみずほの会は、ともに

ふれあい、支え合うまちづくりに取り組んでい

ます。毎月第 3水曜日の定例会のほかに、第 1

火曜日に「みずほサロン」を、雁ぶらサロンで、

開いています。 

定例会では、会員の近況報告で、絆を深めて

います。２月の会では、「おかえりやさい」プ

ロジェクトをされているお二人に来ていただ

き、お話を聞きました。生ごみを集めて、たい

肥を作り、そのたい肥で育てた野菜を販売しよ

うというものでした。急なことでしたが、喫茶

店赤と黒のおかみさんと和食の八百膳多志満

の店主さんも駆け付けてくれて、一緒にお話を

聞きました。雁道商店街での実現を目指します。 

みずほサロンでは、会員手作りのランチ 500

円（会員は 300 円+200 みずほ）を食べながら、

おしゃべりを楽しんでいます。 

問合せ 会長   松岡平記  (^o^)y- 

TEL 052-881-7029  FAX 052-881-7042 

＊瑞障会  

瑞穂区障がい者関係団体連絡会 

平成 24年度総会のお知らせ 

日時 4月 24日(水) 1時半～3時半 

場所 瑞穂区在宅サービスセンター 

記念講演「高齢者の困りごとについて～ 

介護保険では対応できない生活上の困

りごと～ 

講師 瑞穂区西部生き生き支援センタ

ー長 高橋健輔氏 

  ＊瑞障会では、8 月 24 日（土)にふれあい

納涼祭り(惣作公園にて)を予定。 



＊ みずほたすけ愛ネット 

 みずほたすけ愛ネットは、瑞穂区の高齢者、

子ども、障害者関連のボランティア、NPO 団体

が瑞穂区で安心して生活するために、ネットワ

ークを作り毎年フォーラムを企画しています。 

今年は、３月２４日に防災フォーラムを行い

ました。タイトルは、「震度７!あなたの家の家

具は？？」。家具転倒防止の秘策を始め、事例

報告がありました。 

また、瑞穂区で安心して暮らすためのサポー

トのひとつとして、認知症サポーター講座を行

い、認知症の方への声のかけ方、対処の仕方な

どを、学んでいます。 

今年のわくわくみずほ祭りは、９月を予定し

ています。瑞穂区の NPO ・ボランティアグルー

プが４０団体ほど集まり、企画運営をします。 

日時は未定ですので、お問い合わせ下さい。

問合せ NPO法人すけっとファミリー 

TEL 052-861-6047  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部 屋 貸 情 報 

1～３は吉川が主催しています。お気軽に。 

１．パソコン教室 参加者募集中！ 

  第２・第４月曜日 １時～３時 １回参加 

1000 円、ノートパソコン持込。 

問い合せ 吉川 TEL 052-831-1666 

名古屋オレンジの会(ひきこもり作業所)の皆

さんに、わからないところを何度も教えていた

だいています。初心者の方、大歓迎。インター

ネットも接続できます。Facebookを始めました。

お茶の時間も楽しんでいます。気軽に見学、体

験にきてください。 

２．囲碁同好会 

地域通貨みずほの会の柴田さんと3段になら

れた森さんにボランティアで教えていただい

ています。５段の仲間が増え、皆で、うーんう

ーんとうなっています。囲碁は、実力が違って

もハンディをつけてくれるので、初心者も楽し

めます。 

 第１・３月曜日 午前 10 時～12 時 

参加費 300 円(コーヒー付)＊地域通貨みずほ

の会の会員は､柴田先生に 500 みずほ支払い。 

３．カラオケ同好会 

日時 第２・４月曜日 ９時～12 時 

参加費 500 円（コーヒー付）。女性、男性半々

での参加で、歌いたい曲を順番に歌っています。 

時々、デュエットが流れます。記録帳も７冊目

になりました。問合せ吉川 TEL052-831-1666  

４．新婦人英会話教室 

毎月 第２・４金曜日 ７時～９時 

問合せ 早川 090-5003-2849 

＊雁道のりんご(酵素玄米ランチと午後カフェ

の店)でも教室があります。目標は、ハワイ旅行

です。第２・４金曜日 ２時半～３時半 



５．麻雀サークル 参加者募集中！ 

仲間と楽しく対戦しています。脳の活性化

にも役立ちますよ。ぜひ、見学にいらしてく

ださい。 

競技麻雀ですので、女性でも安心して参加で

きます。初心者、見学者歓迎。。 

第１・２・４金曜日 １０時半より４回 

第３金曜日 月例会 (入賞を競います)  

入会金 1000 円､年会費 1000 円。 

参加費 金曜日1回500円（一日４回1500円）、

第 3 金曜日の月例会は 2000 円。昼食持参。 

問合せ 中山（832-6826）、吉川（831-1666） 

＊雁道の「雁ぶらサロン」では、毎週土曜日 

１０時～４時半開催。参加費 1回 200円。女性

参加者７名！初心者の方も楽しく対戦。 

＊雁道のマージャンクラブロミオで、第４日曜

日に麻雀大会をしています。4回戦、参加費 2000

円。女性の参加も増えました。 

 

 

６．いけばな教室 

毎月第４土曜日 １０時～1２時 

講師は生活をいける華道「華原の会」 

 山本純子家元講師 

月謝 2000 円（花代込み） 

問合せ 吉川 TEL 052-831-1666 

第４２回 いけばな展  

身近なものを器にして道端の花を生ける 

６月１日（土）１４時～２０時 

６月２日（日）１０時～１７時 

 金山ボストン美術館下１階インターコモン 

＊地下鉄新瑞橋のいけばなを、有志が交代で生

けています。吉川も参加しています。 

＊雁ぶらサロンの生け花教室では、夜間に若い

女性が４名学んでいます。山本家元が講師です。 

お   知  ら  せ 

（１）認知症の人と家族の会 

①名古屋相談交流会★シングル介護者 

対象 一般およびシングル(別室) 

日時 偶数月第 1日曜日、1時半～4時 

場所 ウインクあいち（名古屋駅） 

内容 独身で認知症の介護をしている人が増

えています。どんなことでも話せる場所を目指

しています。 

②祝！出版 「介護家族をささえる」 

―認知症家族会の取り組みに学ぶ 

家族が元気になれば、認知症の本人の顔も輝く 

編集 認知症の人と家族の会 愛知県支部 

出版社 中央法規、値段 2100円 

③月刊「ぽーれぽーれ」 

 介護体験、相談満載、えんがわにあります。 

④家族の会認知症介護相談 

ひとり悩まないでまずお電話を下さい！ 

０５６２－３１－１９１１ 月～金、１０時～4 時 

問合せ (社)認知症の人と家族の会 

 愛知県支部 (世話人代表 尾之内直美) 

〒477-0034 東海市養父町北堀畑 58-１ 

TEL0562-33-7048 FAX0562-33-7102 

 http://www.hearttoheart.or.jp/kazoku/ 

（２） 宅老所・グループホーム全国ネットワ

ーク 

【活動資金募集】 

 ボランティア派遣や、復興支援などの活動に

おける活動資金のご協力をお願いします。送金

先は、以下のとおりです。 

 東北関東大震災救援復興支援募金 

ゆうちょ銀行    店番２２９（ニニキュウ）  

口座番号 当座００４５４１３、口座名   宅老

所・グループホーム全国ネットワーク 

　http:/www.hearttoheart.or.jp/kazoku/


郵便振替 02200-3-45413、加入者名：宅老所・

グループホーム全国ネットワーク 

※通信欄に「寄付」と記入、または ATM や銀

行振込の場合は名前の前に「キフ」と入力くだ

さい。  ＜事務局＞  

 国見・千代田のより処「ひなたぼっこ」  

 〒981-0936 仙台市青葉区千代田町 1-13 

 TEL:022-301-8820、FAX：022-301-8821、

携帯電話：080-1651-6420 

 E-mail ： kyoudounet@gmail.com 、 HP ：

http://www.clc-japan.com） 

（３）日本向老学会学術総会 

日時 ５月１９日（日）1時～4時 45分 

場所 名城大学天白キャンパス 

参加費 1000円(当日 1500円)学生 500円 

テーマ みんなで暮らし、みんなで支える 

基調講演 「あったか地域の大家族～富山型デ

イサービスの 19年～」 

講師 惣万佳代子 NPO法人このゆびとーまれ 

シンポジウム パネリストにえんがわのご利

用者のご家族、岩城美智子さんが参加されます。 

＊工房えんがわのバザーをさせて頂きます。 

問合せ 柳澤 T/F052-876-6962 

（４）女性首長を実現する会愛知・ 

 私たちは 

① 愛知県初の女性首長を実現します。 

② 女性・ジェンダー政策を実行する候補者

（首長・議員）を支援します。 

③ 講演会や学習会を通じ、女性の政治参加

を推進します。 

会費 10,000円、賛同会員会費 3000円 

連絡先 womanhead@hotomail.co.jp 

ブログ http://ameblo.jp/quota-aichi 

名古屋市長選挙候補者に公開質問状を出し

ています。 

「雁
が ん

ぶら物語」情報 

第 2えんがわを作りたい、工房えんがわの作

品を売るお店がほしいという夢が雁道商店街

で実現した活動です。雁ぶら物語通信３・４

月号と、雁道おかみさん会通信№２８も発行。 

「１００円商店街」 ４月１９日(金)開催。 

年金受給月の第 3金曜日に、各店が 100円に

まつわるサービスをするイベントです。 

雁ぶらレトロ館 昭和のレトロ品を展示。 

雁道ぶらぶらツアー 吉川が、雁道商店街を案

内します。雁道商店街入口 10時半集合。 

 

「雁ぶらショップ」 

商店街の入り口にある棚貸しショップで、工

房えんがわ他３０店出店。 

工房えんがわの作品がいつでも買えます。 

和服のリフォームの注文が増えています。 

営業時間 10 時～6 時 水曜定休  

出店者募集中。問合せ 早川（090-5003-2849) 

 

「雁ぶらサロン」    ❤は吉川参加 

１時間６００円の部屋貸しをしています。 

❤火曜フリマサロン  

 フリマをしながら、お茶を飲んだり、おしゃ

べりを楽しむサロンです。ランチあります。 

◆ 絵手紙教室（第３木曜） 

❤金曜だけのレストラン  

金曜日 12 時~２時 シェフが交代して、おい

しいランチ（800 円）を提供しています。 

❤麻雀同好会（土曜日１０時~４時半） 

◆ パソコン教室（水曜日） 

＊生け花教室、夜 8時に開催中。 

って 

mailto:kyoudounet@gmail.com
http://www.clc-japan.com/
mailto:womanhead@hotomail.co.jp
http://ameblo.jp/quota-aichi


 

４月２１日(日)  
１０時～２時  

(収益の一部を東日本大震災の義援金とさせて

いただきます) 

場所 瑞穂デイセンターえんがわ 
（瑞穂区片坂町２-５０ Tel ８３１－１６６６） 

みどり工房、なかよし遊園の３か所予定  

地下鉄新瑞橋下車、東へ徒歩７分。 

＊駐車場はありませんので、公共交通機関

をご利用ください。 

＊地域の皆様には、大変お騒がせしますが、 

よろしくお願い申し上げます。 

工房えんがわ 手作り品販売  
着物で作ったポーチ・バッグ、指人形、軍

手人形、パペット、布ぞうり、ポーチ、袖口
カバー、お手玉、マスク、アクリルたわし、
毛糸の帽子、マフラー、クッション、小袋、
エコバッグ、マイ箸＆箸袋、牛乳パックのイ
ス等。 

模擬店 
みたらし、おでん、炊き込みご飯、カレーライ
ス、うどんなど。 
 
フリーマーケット 
 出店者募集中。出店料１０００円。 
 
古着コーナー 大教表！１枚１００円 
 １時より詰め放題します 
 
リサイクル品バザー 
＊バザー用品の提供をお願いします。 

お持ちいただける場合は、４月１７日(水)～

４月２０日(土)にお願いします。ご連絡いただ

ければ、取りに伺います。 

 

編集後記 

先日、龍谷大学の学生さん 7名が、京都に 

もえんがわを作りたいと見学に来てくれました。 

始めに「えんがわの仲間たち」というテレビ放 

送のビデオを見てもらいました。 

「おばさんはしゃべりだすと止まらないから、 

時間になったら止めてね。」とお願いをして話だ 

したら、２時間たっていました。雁道も案内しよ 

うと思ったら時間切れになり、またテレビ放映の 

もう中学生が来てくれたビデオを見てもらいまし 

た。どんな感想を持ってくれたのでしょうか。 

「おばさん、Fasebookをはじめたのよ。」と言っ 

たらさっそく、友達リクエストをしてくれました。 

皆、夢を持ち続けて、夢を実現してほしいなと思 

いました。 


