
  

 

 

 

 

 

 

 

                             （題字 吉井子雪先生） 

長い間えんがわを支えてくださってありがとうございます。 

瑞穂デイセンターえんがわ 代表 吉川冨士子 

えんがわの庭にはサクランボの花が満開です。ビワの花もさいています。今年もたくさん実

をつけてくれることでしょう。 

突然ですが、皆様、長い間ご支援いただき、ありがとうございました 

皆様のおかげで、１８年もの間、楽しく、無事故でえんがわをやってきました。前回の会報

を出してから、仲間と相談をして、来年の３月に宅老所を閉めることにしました。私たちボラ

ンティアが高齢化し、お世話する側から、一人暮らしも多くなり介護予防の年代になったから

です。 

えんがわを閉鎖しようとも考えましたが、宅老所の代わりに、えんがわが初めのころ宅老所

と並行していた、たまり場を復活して、地域の方々とボランティアの憩いの場、学びの場にし

ようと検討しています。そして、工房えんがわを含め、部屋貸しは継続することにしました。 

申し訳ありませんが、会報はこの号を持ちまして、最終号とさせていただきます。また、え

んがわフェアも 4月 13日(日)を、最終回にさせていただきます。 

皆様、感謝でいっぱいです。どうもありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

瑞穂デイセンターえんがわ   ２０１４．３．１２     №７９(最終号) 

〒467-0052 名古屋市瑞穂区片坂町２－５０ 代表 吉川冨士子    

TEL/FAX 052-837-3344（水・木）、TEL052-831-1666（夜間・他日） 

http://www1.s3.starcat.ne.jp/engawa メール(吉川) engawa@sf.starcat.ne.jp 

 

最終回 

４月１３日（日） 

１０時～２時 

http://www1.s3.starcat.ne.jp/engawa
mailto:engawa@sf.starcat.ne.jp


工房えんがわ 担当 早川 

 ４月のえんがわフェアに向けて頑張って

います。そして様々なバザーに出店して、工

房グッズを販売しています。 

 3 月 2 日は瑞穂区母親大会、3 月 9 日は、

市民のつどい、3 月 16 日はママフェスタで

販売予定です。  

ちいさなさるぼぼを南天の木に 9個付け、難

を転じる縁起物を作りました。またお雛様も皆

で教えあって、たくさん作りました。指人形、

軍手人形、袖口カバーも作り続けていますが、

マスクも作っています。 

お着物をたくさんいただいたので着物リフ

ォームもしています。着物を着て出かける機会

も増えました。 

ボタンやビーズも整理して、100 円商店街で

よく売っています。 

 

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 

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。 

 「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て、「さくらっ

こ♪マップ」や「さくらっこ♪スケジュール」

で紹介されているので、新しい利用者さんが増

えています。皆で、ばらばらになったパズルを

して、整理をして楽しみました。3 月より、お

もちゃの修理をしてあげましょうという老人

会の方が来てくれるので、楽しみにしています。 

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/


ありがとうございました 

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、皆様の賛助会費、

会報会費、ご寄付､工房の収益で運営してきま

した｡長い間、皆様に支えられて、続けてこら

れました。ほんとうにどうもありがとうござい

ました。 

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。また、今回を持ちまして、賛助会

員、会報会員の募集を打ち切らせていただきま

す。どうもありがとうございました。 

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 

天野敦子様 泉明子様 伊藤和子様 

井森悠子様 亀谷博光様 川田様  

佐尾美保子様 笹原艶子様 神通まり様  

田中様 田中君枝様 藤森様  

松岡伸子様 宮本由利子様 武藤朝美様 

森かづえ様 柳澤つや子様 山本庸子様  

匿名１名様 

品物をありがとうございました。 

浅野雅子様 足立好枝様 天野敦子様 

安藤千恵美様 磯部明美様 岩城美智子様 

稲山律子様 岩田様 大澤斉様 大須賀様  

岡本タキ子様 大野百合子様 尾鍋様 

川合靖子様 川田様 木村ゆかり様  

栗山千恵子様 小葉様 近藤産興株式会社様 

近藤睦實子様 鈴木様 滝田様 田中様  

中村貞子様 中山順子様 二村様  

能登谷律子様 長谷川節子様 花木悦子様 

早川由美子様 藤森様 平井和子様  

増岡みどり様 武藤朝美様  

森下市民農園様 村上成子様 山口みよ子様 

山田孝子様 ヤマナカ製帽所様 山本様 山

本庸子様 吉村様 余伝征子様 脇田武子様 

渡辺紀久江様 渡辺美衛子様 匿名１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。 

＊ボランティア募集中！ 

随時、宅老所のスタッフを募集しています。

水曜日、木曜日見学に来てください。来年 3 月

までですが、楽しい時間を一緒に過ごしません

か。工房えんがわは続けますので、手づくり好

きな方是非、水曜日(第 4 を除く)に遊びに来て

ください。 

 

＊だらだらビアガーデン 

今年は、7月 2６日（土）に開催します。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。 

恒例のシャンソン（シャンソン・ド・マダム）、

ギター（有田さん）、リコーダー(天野さん）、

コカリナ演奏（山田さん）、小話、南京玉すだ

れ（立松さん）、ビンゴゲームなどを楽しみま

しょう。飛び入りも大歓迎。ぜひおでかけくだ

さい。「えんがわの歌」と「雁ぶらソング」を

ご一緒に歌いましょう。 

時間 6時～10時 

参加費 1000円＋一品持ち寄り 

 



＊着物を着て出かける会 

昨年の 10月、ニューヨークの元女優のイエ

レンさんが、書道教室に参加され、昼食後、皆

で着物を着て、白鳥庭園の紅葉を見に行きまし

た。皆さん振り返って見てくださり、ちょっぴ

り嬉しい気持ち。紅葉もとても見事でした。 

大島も何枚か頂いたので、大島を着て、歌舞

伎を見に行こうと夢が生まれ、とうとう 4人で

２月 9日、東京へ行ってきました。歌舞伎を観

て、東京スカイツリーにのぼり、浅草に行き、

ホテルのバイキングを楽しんできました。東京

で雪の降った次の日だったので心配しました

が、足袋が少し濡れたくらいで、2日間、着物

を着て楽しんできました。 

そして 3月 7日には、着物を着てシャンソン

を聞きに行きました。これからも機会を見つけ

て出かけたいと思います。奈良の吉野山の桜が

きれいだそうですね。一緒に出掛けませんか。    

できればえんがわで着付け教室ができたらと

新たな夢が生まれました。男性もご一緒に着物

を着て、出かけましょう。レンタルの着物もあ

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊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。 

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。 

皆さん忙しくなり、忘年会が伸び、2 月 26

日に、鉄板焼きぱせポンで、雛祭り会をしまし

た。交換が長く続いているのは、囲碁の指導で

す。もう 10 年以上続いています。 

問合せ 会長   松岡平記  (^o^)y- 

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

＊ 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や、わくわくみずほ

祭りを企画しています。 

 

２０１４みずほたすけ愛ネットフォーラム 

「これからの老後のくらし方」 

～マネープラン&地域での生活～ 

 日時 3月 29日(土) 1時半～4時 

 場所 瑞穂区在宅サービスセンター 

内容 老後のマネープラン 

   地域での豊かな生活、お金のかか

らない暮らし方 

問い合せ NPO法人すけっとファミリー 

TEL 052-861-6047  



「証言」～3.11 宅老所の真実 

宮城県のホームひなたぼっこ布田幸子さん

からの贈呈です。 

東日本大震災 3.11 から 3 年目。私たちは、

忘れないで、支援できることを継続していかな

くては。えんがわフェアの収益の一部を今回も

宅老所・グループホーム全国ネットワークにお

送りします。 

宮城の宅老所 29 か所の震災時の実践のレポ

ートです。著者は、えんがわも以前取材をいた

だいた甘利てる代さんです。被災されながらも、

宅老所の早期再開と地域の貢献をされた記録

です。仲間たちの偉業に心うたれます。 

東海地方もいつ震災が起こるかわかりませ

ん。その時、えんがわも地域の方の支援ができ

るよう、備蓄を心掛けています。 

 

認知症「ひとり歩き」さぽーと BOOK  

ひとり歩きに対する家族の役割、工夫、ア

イディア有効な対応方法の欄に、えんがわの

利用者のご家族岩城さんの「困っていたら助

けてね」シールの紹介があります。 

名古屋市瑞穂区東部・西部いきいき支援セン

ター 問合せ ０５２－８５８－４００８ 

＊いきいき支援センターは、認知症の方やそ

のご家族を支援しています。認知症家族教室

や家族サロン、物忘れの専門相談もあります。 

日程は上記の連絡先で確認してください。 

 

 

 

 

 

 

「強くなくていい「弱くない生き方」

をすればいい」 

NPO法人絆さんの 20 周年フォーラムの講師 

藤原茂さんのご著書です。 

新しいタイプのデイサービス「夢のみずうみ

村」を創られ、紹介されています。バリアアリ

ーの場所で、1 日をどう過ごすか利用者自身が

プログラムを組み、どんどん生き生きされるデ

イサービスだそうです。地域通貨ユメも使われ

ているそうです。 

えんがわの仲間と浦和デイサービスに 5 月

11日に見学に行く予定です。名古屋にはないそ

うですので、名古屋にもできたらいいなあと新

たな夢が生まれました。 

「渡されたバトン」 

 実話をもとにした書き下ろし小説 

原発にサヨナラした町！映画「渡されたバト

ン─さよなら原発」原作。 

 著者 ジェームス三木 

3 月 9 日、「市民のつどい」で、講演の講師、

ジェームス三木さんのウイットに富んだお

話を聞いてきました。あいまいな国民性の日

本にあって、憲法の大切さを説かれました。 

 

「防災☆ママブック」 

被災地のママが教える震災からわが子を 

守る術を紹介！ 

「なんとかなる」では、甘すぎる。東日本

大震災を経験したママから学ぶ！ママたち

のリアルで役立つ情報満載誌。 

えんがわと雁ぶらサロン、雁ぶらショップ

で販売します。1冊 200円。 

 



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楽しんでいま

す。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 

参加者が増え、女性二人を含む 1１名になり

ました！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 段の方もいますが、ハンディ

をつけていただき、楽しく対戦しています。対

戦成績表もつけています。女性の方のご参加、

お待ちしています。 

 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。 

カラオケは、第一興商の古い型で、もう修理が

できません。昔の歌手が若いまま歌っています。

リクエスト曲が入らないときは、新しい曲にも

挑戦してねと声をかけています。デュエットも

よく歌っています。 

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(酵素玄米ランチの店)でも教室

があります。次の目標は、お着物を着て、ニュ

ーヨークです！第２・４金 ２時半～３時半 
５．麻雀サークル 参加者募集中！ 

健康麻雀で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 10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。女性の参加が増え、女性の入賞者が増えて

います。 

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 

＊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。 



いけばな展、ぜひお出かけください。 

オール愛知 4 月 9 日(水)～24 日(火) 

 えんがわ教室も 2 名参加します。 

華原の会 いけばな展  

5 月 31 日~6 月 1 日、ボストン美術館１F 

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ケアラーズカフェ 「日向家」 

介護者の方の息抜きの場＆交流の場です。お気

軽にお立ち寄りください。介護者だけでなくど

なたでもご利用いただけます。出前もします。 

 日時 毎週土・日曜日 10時半～3時 

 場所 名鉄太田川駅構内 

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 

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）市民のつどい２０１４報告 

 ３月 9 日（日）に名古屋国際会議場で、「憲

法が暮らしに生きるまち名古屋へ」をテーマに

講演会と分科会がありました。 

講演では、ジェームス三木さんが、「憲法と

私」と題し、憲法の大切さと、ドラマの中で、

人間のジレンマを描いていると話されました。 

午後の分科会で、吉川は地域づくりの報告者

になり、えんがわの取り組みを話しました。町

内会長と民生委員さんの報告もあり、高齢者の

孤立死が問題になっています。家族表を保管し

たり、鍵の預かりも希望の方にはしているそう

です。 

../AppData/Roaming/Microsoft/Word/えんがわ最終№７９H2６・３303716002186542210/　http:/www.hearttoheart.or.jp/kazoku/
mailto:kyoudounet@gmail.com
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（４）女性首長を実現する会愛知・ 

1 周年記念 講演会・シンポジウムを 1月 19 日

（日）に、つながれっと NAGOYA で開催しま

した。 

 兵庫県宝塚市長 2 期目の中川智子さんが、首

長になって実現したこと、よかったことを楽しく

話してくださいました。名古屋の街を歩かれて、

街並みを見て、子どもや障がい者にやさしくない

街ですねと言われハッとしました。愛知にもぜひ、

女性首長をと願わずにはいられません。 

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 

 

（５）地域に根ざした生活支援を考えるフォ

ーラム 

日時 4月 26日(土) 1時～4時半 

場所 名古屋高年大学 鯱城ホール 

内容  

基調講演 「介護保険制度改正について」 

厚生労働省老健局振興課長 朝川知昭氏 

特別講演 「新地域支援構想会議からの報告」 

さわやか福祉財団理事長 堀田力氏 

実践事例報告 市内地域福祉活動者 

 ＊えんがわの報告予定。 

主催 公益財団法人さわやか福祉財団 

   NOP法人なごや福祉ネット 

名古屋市社会福祉協議会 

 

「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№３７も発行。 

●「１００円商店街」 ４月１８日(金) 

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。 

雁道ぶらぶらツアー 吉川が、雁道商店街をご

案内します。楽しくお買い物をしながら、スタ

ンプラリー。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、手作り品の棚貸しシ

ョップで、工房えんがわ他２４店出店。 

出店者募集中！ 

工房えんがわの作品がいつでも買えます。 

和服の販売、和服のリフォームの注文大好評。 

手芸の材料、ボタン、ビーズなども販売中。 

営業時間 10 時～6 時 水曜定休  

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（５00 円）。 

◇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。 

プーフレカンテのパン、好評販売中。 

❤麻雀同好会（土曜日１０時~４時半） 

◇生け花教室、夜 8時に開催中。 

mailto:womanhead@hotomail.co.jp
http://ameblo.jp/quota-aichi


 

最終回 

４月１３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 
バザー品の提供をお願いします。 
お持ちいただける場合は、4 月 9 日(水)～4
月 12日(土)までお願いします。 
お電話いただければ､取りに伺います。 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

吉川 冨士子さんが新しい写真を 10枚追加しました 

楽しいえんがわも、あと 40回程度。毎週木曜日です。 

毎月１回、近くの軍水保育園の子が遊びに来てきくれます 

先日は、新しい２歳児が７名、おもちゃで遊んでから、アンパンマンの 

手遊びをしていました。私たちも一緒にやって、とても楽しかったです。 

手作りの食事もとてもおいしく、なんとご飯を食べにくるボランティアさん 

もいます 

要介護 5のご利用者さんも食事を作っています。 

ミキサーが壊れてしまったので、皆で直して無事できました 

ひと匙ひと匙、お声をかけながら食べていただきます。 

午後のお散歩は、町内一回り、 

保育園の横も通るので、園児たちも手を振ってくれます。 

えんがわの庭のさくらんぼの花が、満開で皆大喜び、 

来週は天白農業センターの枝垂れ桜が見に行けるといいねと 

私は車の手配を考えています、 

そして一日の終わりは、トランプの七並べと百人一首の坊主めくり。 

とても盛り上がるんですよ 



編集後記 

 これから 1 年、えんがわをどう継続するか仲間と考えながら、念願の 20 周年を迎えたいと思っ

ています。昨年 11 月の会報を出してから、いろいろご心配をおかけしました。えんがわを最初か

ら支えてくださった、伊藤和子先生、二木恵美子さん、佐尾三保子さん、亀谷博光さん、福冨自子

さん、高畠ルミさん、暖かい言葉をありがとうございました。青木健輔さんも貴重なお時間をさい

て、相談に乗って下さいました。匿名の方からもご意見を頂きとても嬉しかったです。 

 えんがわは、これで活動を終えるわけではありませんが、ひとまず、静かにあと 1年宅老所を続

けさせていただき、地域に根差していこうと思います。一番の応援者の夫も、現役でありながら、

地元で、町内会、老人会の会長を務めながら、主夫もしてくれています。感謝です。 

 これから、会報の発信をやめますが、どうぞ、今までどおり見守っていただければとお願い申し

上げます。見学、カンパは大歓迎です。どうぞ、えんがわにお出かけください。 

また、第 2えんがわの雁ぶら物語はおかげさまで今年、10周年です。 

雁ぶらサロンは、火曜日と金曜日にランチ(吉川が作っています)を提供しながら、おしゃべりと

フリマでにぎわっています。生きがいと楽しみの場になってきました。 

 手作り大好きな皆様、ぜひ雁ぶらショップに一度、お出かけください。様々な手作り品や、着物

リフォームは、プロの方もいます。残念ながら、家賃などの維持ができなくなれば、閉店せざるを

えません。えんがわ同様、雁ぶらを応援していただければありがたいです。 

 それでは皆様、どうぞ、お元気で。 

   

 

 

                          

 

 


