別表にて詳細が報告されました。大工仕事
は大橋達氏、またＩＴ機器の移設は外部の
専門家に委託せず、事務スタッフが行った
ため余計な費用が抑えられたことが報告さ
れ、可決後に、平成 年度の事業計画と予
算案が提示され、原案通り承認されました。
最後に、当ＮＰＯ創立メンバーの一人で
ある庄司俊二氏の挨拶があり、一柳副理事
長の閉会の辞によって総会は終了しました。
今年度の主な事業計画を次に紹介します。

◎福祉に関する情報提供事業
総
｢ ぐる み 新聞 を
｣ 年 回 程 度 発行 して、
地域に役立つ情報を提供していく。また、
ホ｢ームページ は｣、広範囲の人に読んでも
らえるような読み物的テーマを工夫する。

◎交流事業・生涯学習
日限山荘における昼食会は、今まで通り
毎週火曜日と金曜日（８月は休み）の週２
回実施。午後は、健康体操や布ぞうり作り・

健康体操日程：日限山荘では…………6 月３日(金)、17 日(金) pm2:00～3:00

ＮＰＯ総ぐるみ福祉の会事務所は、日限山４ - - （八四六―八八五〇）
入会や活動のお問い合わせ先は、事務所または 日｢限山荘」日限山４ ７- １-
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「
総ぐるみ」
新聞
18

会員数 名中、出席 名、委任状 名で、
総会の定足数を満たすことが確認され、議
事録署名人に岡野美樹氏と辻朋子氏を指名
して、議事に移りました。
平成 年度の事業活動報告が宮崎理事
長から、決算報告が小野みち子氏よりなさ
れ、とくに新事務所の開設費用については
78

22

45

◎介護相談機能の充実
総ぐるみ新聞、また種々のイベントなど
の機会をとらえて、当会のきめ細かい居宅
介護サービスを地域の多くの人達に知って
もらい、当会の介護事務所に相談しに来た
り、利用したりしやすくする努力を行う。

10

ＮＰＯ総ぐるみ福祉の会 第十回通常総会開催
５月 日（日）、ＮＰＯ総ぐるみ福祉の
会の第十回通常総会が、西洗・港南プラザ
自治会館の１階ホールで開かれました。
会場には、大橋綾子さんご寄贈の例年に
も増して大きな盛り花が、色鮮やかで華や
いだ雰囲気を醸し出していました。
総会は、岡野美樹氏の司会によって始ま
り、まず宮崎浩子理事長が、次のように挨
拶しました。
「当総ぐるみ福祉の会の発足の前段階と
して、
【おしゃべりとお茶のみ会】がまずス
タートして、月１度開催されました。この
会は毎回好評で、三丁目の望月富子さんと
共に私もかかわり続け、先般めでたく一〇
〇回を迎えたのを機に、終了しました。ま
た、 願
｢っていれば想いは叶う と｣いうたと
えどおり、今年の２月に長年の念願だった
ＮＰＯの事務所として、一柳副理事長の隣
家を借り受けることができました。なお、
当ＮＰＯも設立９年を迎え、設立当時の会
員はすでに９名が旅立たれ、役員やスタッ
フたちもそれなりに年とってしまったので、
早急に若返りを図る必要を感じています。
」
続いて、議長に新見宏氏を選出して、総
22
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6 月の日限山荘は、3，7，10，14，17，21，24，28 日の am10:00～pm4:00 まで開催しています。
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《ご寄付ありがとうございます》
４月
５月

６月
７月
８月
９月
月
月

１月
３月

５月

近藤キヌ様
碓井助吉様 小泉宗信様 椿満男様
岡野美樹様 岡野道子様
那珂智美様 木村周様
桑田ミツエ様
細谷計二様 小高典子様
細谷計二様
近藤キヌ様
小林一彦様
杉崎きく子様 浅井すみ子様
菅沼永子様 廣田一彦様
望月富子様 長谷川千鶴様
小泉宗信様 山地廣尚様
河西マキ様 日立親切会関東支部
田中明子様 上山進様 小高典子様
塩谷満弘様 清妙子様 大橋綾子様
浅井すみ子様 菅沼永子様
贄田勇二様 辻寿勇様
日立親切会関東支部 岡野美樹様
小泉宗信様 椿満男様 菊地幸子様
宮井豊子様

茶話会のお知らせ

日時：６月 日（金）午後一時半～
場所：日限山荘
話題提供者：河西 マキ氏
テーマ：ピースボートによる
世界の旅
写真を多く見せてくださるようです。
多数の方々の参加をお待ちします。

…「ＮＰＯ総ぐるみ福祉の会」のホームページ（http://sougurumi.jp/）をぜひご覧ください。…
編集:藤井香代

演奏と合唱を楽しみました
今年のアトラクションは、「おしゃべりと
お茶のみ会」で、長年にわたって歌唱指導
や 演 奏を し てく ださ って い た森 美 恵氏 写
(
真左 、)尾崎満喜氏（ピアノ）
、坂根秀侑氏 ヴ(
ァイオリン＝写真右 、)諸星光男氏（オカリ
ナ）の方々をお招きしました。
歌集が用意され、森さんの軽妙な楽しい
お 話を挟 みながら 、 花 早 春賦 ｣｢
四季 の
｢
｣｢
歌 ｣｢
この広い野原いっぱい そ
｣ の他 曲を
次々と歌い、
「四季の歌」では、簡単な手話
指導もしてくださいました。また、ヴァイ
オリンやオカリナの独奏も聴かせていただ
きました。
総ぐるみ
の会員の中
からは、宮
本鈴子氏が
石川啄木作
詞の 初
｢恋
ほか１曲 ｣
を、また松
永高明氏が
イタリア民
謡 帰
｢ れソ
レントへほ
か１曲 を
｣
熱 唱され て 、
楽しいひと
時を過ごし
ました。
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編物などの手芸をしたり、叙情歌を歌った
りして楽しむ。完成した手芸品は今年も夏
の納涼大会の模擬店で販売を予定。また、
マッサージの体験教室も開催する。
なお、昨年実施して好評だったお出かけ
サポートを行い、その他、講演会や施設見
学会を開催する。
◎空き地での野菜つくり
地域の空き地での野菜つくりは順調で、
日限山荘の食材になっている。なお介護事
務所の庭でも野菜つくりが始まった。
◎介護職員基礎研修講座の実習生受け入れ
若
｢武者ケア 介｣護事業所の依頼により、
Ｎ Ｐ Ｏ法 人の 行っ て いる 活 動を 実 際に 内
｢
容 へ の体 験学 習 と
｣ いう主 旨 で、 実習 生
人、実習時間４時間の受け入れを行う。介
護活動や交流活動など、当会の行っている
日常の活動に参加の予定。

手作り料理で会食
総会後は、日頃、日限山荘の食事つくり
を担当してくださっている河合久子さん、
菊地幸子さん、宮井豊子さん、桑田ミツエ
さんが、早朝から調理された豪華なお料理
と、
「和菓子いしかわ」で求めたお赤飯のお
弁当を美味しくいただきました。
なお、庄司さんからは雪中貯蔵の吟醸酒、
山地さんからお饅頭を頂戴しました。
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