あさひ便り

平成 31 年 2 月 4 日 No.30
特定非営利活動法人あさひ

理事長 昆 善起

新年明けましておめでとうございます。旧年
中はお世話になり、ありがとうございました。
本年も相変わらずご支援のほどお願い申し
上げます、皆様のご健康と世界の平和をお祈
り申し上げます。
昨年末からテレサホームの利用者さん、スタッフ職員の間でインフルエンザが蔓延して、
とりわけスタッフのやり繰りに苦労しました。ここへきてインフルエンザも一巡し、清里の
麓で寒い地ですが、雪を被っている八ヶ岳を眺めつつ元気に利用者、スタッフ共に働いてい
ます。
NPO あさひは昨年 5 月より障がい者就労継続支援 B 型、生活介護事業始め８ヶ月過ぎ、
主要なスタッフ二名が病を得て休養しています、利用者、職員一同は一日も早い回復を願い
祈っています。本年も未だ山積する課題を一つ一つ解決すべく努力をして参りたいと思いま
す。どうぞご支援のほどを！
最後に、今読んでいます歌集より一首ご紹介しておわります。
「更新を続けろ、更新を ぼくはまだあきらめきれぬ夢があるのだ」
歌集「滑走路」より 作者：萩原慎一郎（角川書店）

あさひの 40 年とこれからの NPO あさひ
多機能型事業所施設長 島武代

１９７７年（昭和５２年）、個人経営として知的障害のある青年と共に作業所を立ち上げ
たのは、知的障害のある彼らがそのハンディに負けることなく雑草のごとく、たくましく成
長することを願ってのことです、彼らも彼女らも私たち夫婦とともによく働きました。その
働く合間に、登山をし温泉に入ってきたり、グランド周辺でのマラソン大会をし、そのまま
観音坂（ドライブイン）までマラソンをして昼食をとりました。また年 1 回は一泊の旅行を
自分たちで立案し、でかけました。ある年は彼らだけで一泊旅行をしてきました。ワークキ

ャンプの仲間と夜間照明のもとソフトボール大会もしました。羊肉系を飼育し、交流会には
マトンのバーベキューをしました。無論楽しいことばかりではありません。工場仕事では納
期におわれ、夜遅くまで仕事をしました。その時の夕食作りは小学生の娘がしました。豚の
お産では夜中に立ち会わねばなりません。豚舎の掃除はすべて手作業ですので、重労働で臭
くて汚くなる仕事です。市村さん・岩崎さん・保田さん・小林さん・守屋さんが島と一緒に
取り組みました、女性たち峯
崎さん・田中さん・佐藤さん
はその頃３０００羽飼育の
産卵鶏の卵１５００個をき
れいに拭いて、整理してまし
た。時には孤独感と焦燥感に
おそわれる事がありました
が、そのようなあさひの取り
組みを、近隣の方々・遠方か
らの賛同者に支えられたこ
とが継続できた理由です。そ
の頃、メンバーは全員雇用保
険に入り、仕事へのプライド
は相当なものがありました。
1995 年夏 みずがき山にて

市村撮影

多機能型事業所になった昨年、メンバーは４０歳・５０歳・６０歳と年を重ねました・
夫婦ふたりだけの関わりから 10 数人のスタッフの関わりになり、戸惑いと自由に振る舞え
る開放感がみられます。
グループホームに掲げてあります、テレサホームの願いを今一度、確認したいと思います
＊誰もが人として本当に大切にされますように！
生まれてきてくれてありがとう、大切な人ですよ
＊生きる価値がある存在だと感じられますように！
あなたの役割があります
あなたの力量にあった仕事を続けてもらわないと、ぶーこっこが成り立ちません
お給料が払えませんね
＊どんな困難にあっても、明日を信じて生きていけますように！
今の苦しさ、困ったことは一人で悩まず相談してください。
きっと良いことにつながりますよ
このテレサホームの願いが、これからのＮＰO あさひの方向となりますように
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ＮＰＯあさひの皆さん、本年もよろしくお願いします。

住みなれた地で、最後まで！
昨年、新年号でお話したその後―。

本年もＮＰＯあさひが充実した年になりますよう祈念します

あさひ福祉作業所に 20 年間、ボラン

とともに、皆さんのご健康とご多幸を祈っています。

ティアで通いつづけてくださった岩

ことしは、亥年生まれの私にとりまして、６回り目の年男で

永様ご夫妻とのお楽しみ会は、田中律

特別の思いをしています。今日まで病気や怪我もせず、

子さんのリードの元、毎月行われてい

無事に過ごせてきたのは、丈夫な体に育ててくれた

ます。
（12 月はパスしました）山内さ

今は亡き両親のおかげと感謝しています。

ん

私の抱負は、日本百名山を登頂しましたので、

時には赤羽さんもご一緒に岩永

様宅での食事会、お花見の頃、紅葉の

それを記録誌として作りたいと、現在奮闘中です。

頃は外食で気分をリフレッシュして

また国内での山で気になっている山がありますので

きました。岩永住幸さんは９５才にな

そこに挑戦したいと考えています。

られ、脚は弱くなりましたが頭脳明晰

今年は、１２年に１度の統一地方選挙と参議院選挙が

で毎回楽しくお話をして下さいます。

同時に実施される年でもあり、安倍政権サヨナラと

又、皆して歌声に興ずることもありま

なるよう市民と野党の共闘が前進するようがんばりたいと

す。週２回のデーサービスに出かけ、

思います。

奥様の幸子さんと小荒間の地で静か

副理事長

矢板

力

に生活しておられます。
理事
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千葉から眺めた富士山の姿です。その向こう
に《あさひ》があると思うとまた別の思いが
してきます。今は千葉から出来る何かをお届
オンブズマン
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けしたいと願ってます。
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家族が増えました。
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やってておもしろいです。
今年もよろしくお願いします。
スッタフ 尾島康敬

今年もまた 1 歩、
充弘さん、武代さんの
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進んで行けますように。
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ボランティア
原藤憲子

東京からこちらに移り住んで、まる 3 年が

スタッフ
吉田

誠

経ち運転も楽になりました。ぶーこっこの
お手伝いをし、若い人からエネルギーを頂
き感謝々々でございます。これからも、皆
様の病気・怪我のないよう祈りつつ、本年
も宜しくお願い申し上げます。
ボランティア

小林久子

スタッフ
吉田昌子

昨年 7 月より、利用者さんの食事
を作る職務に就いてから半年たち
ようやく慣れない作業にも少しだ

新しい年を迎え、月日の過ぎゆ

けゆとりが出てきました。利用者

くスピードに驚きです。昨年は

さんの好みや身体の具合にも目を

今までの様な好奇心も薄れ、物

向け、より一層喜ばれる料理を提

忘れ、漢字が思い出せない etc.

供出来るよう努めていきたいと思

で少々心細い日々を過ごした

います。

ような気がいたします。でも、
一月は私の誕生月、一つの節目

スタッフ 足立かおり
これはあさひテレサホームの食

と感じ、昨年の反省を生かし、

堂にかけられているものです。初

何事もプラス指向で、新しい希

めて見た時、私は涙が止まらなく

望を持ち、ぶーこっこの皆様、

なりました。私が心から、切に願

スタッフの方々の明るい笑顔、

うことでもあるからです。駆け出

暖かいお言葉に支えられ、明る

しで、まだまだまだまだ未熟です

く元気に過ごして行けそうで

がメンバーの皆さんと一緒に私

す。新しい施設にお仲間が加わ

も成長して行きたいです。

りそれぞれの方々に有意義な

スタッフ

西川真理

楽しい場所となります様、心か
らお祈りいたします。
ボランティア

山内 久枝

あさひにきてから 1 年が経とうとしていま
す。昨年は右も左もわからず、毎日が初めて
の連続でした。皆さんと打ち解けられるか、
荘厳な山々と美しい風景に魅了さ

仕事をしっかり覚えられるか不安もありま

れ昨年の春ここ高根町に移住して

したが、メンバーやスタッフ等たくさんの人

参りました。7 月から、ご縁あって

に支えられ、そんなことも忘れるくらいあさ

あさひ事業所で勤めさせていただ

ひで過ごす日々は楽しく充実したものとな

くことになりお世話になっており

りました。

ます。利用者さんの気持ちに寄り

今年も笑顔をモットーに明るく元気に日々

そう支援を目指して、頑張ってい

精進して参ります。

きたいと思っています。どうぞよ

宜しくお願い致します。

ろしくお願いいたします。
スタッフ
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スタッフ
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ララエスポワールの指揮者

板橋先生

新しい出会いに感謝
大分前に須玉の温泉で「薬師丸ひ
ろ子に似ていらっしゃいますね」と

昨年の 10 月から、あさひさんで、歌のボランティアをさせて頂いてる板橋で

声をかけた相手が馬場まりこさんで

す。私は横浜の中学校や個別支援学校で、34 年間音楽等の指導をして来まし

した。それが出会いの始まりです。そ

た。昨年 7 月に、こちらで訪問演奏した時から、心の安らぎや懐かしさが蘇る

の後、温泉に浸りながら馬場さんか

気がしています。初めは事務室によく立っている男の方を、事務長さんだと思

らお話があり、
「お習字のお手伝いく

っていたり、歌の選曲に時間がかかったりしていましたが、今は大部慣れて来

らいなら…」と昨年 11 月から「ぶー

ました。何よりもメンバーさんの人なつっこさとやさしさに、救われていま

っこっこ」の輪の中に入れていただ

す。先日のクリスマス会では、心暖まる数々のお料理。そしてどれもが美味し

きました。月 2 回、午後 1 時間～1 時

い。皆さんとは、中々ゆっくりとお話しする機会が取れないのですが、そのお

間半位ですが真木さん、恵美子ちゃ

料理をいただいたことで、何故かとても親近感を覚えました。毎月のお誕生日

ん、よし子ちゃん、由美ちゃん、理恵

会にも、毎回手づくりケーキでのお祝いがあります。今時、こんなに手作り食

ちゃんといっしょにお習字に向かう

品に溢れた世界は、そうあるものでもないでしょう。これはスタッフの方々の

時間は貴重です。その日の課題の文

バックアップ力なのでしょうか？控え目で、やさしく暖かく見守っていらっ

字を皆、熱心にたくさん書いてくれ

しゃるスタッフの力が、メンバーさんの元気で生きる力に繋がっているので

ます。だんだん形が整ってきてその

しょうね。新曲を教えて 1 か月後に、その歌を覚えていて、力強く歌っている

日の 1 枚を貼りだします。
「よく出来

メンバーの方々。皆さんの記憶力はすごいですよ。勿論スタッフの方々の応援

た！」その喜びを共有出来る、それぞ

もあるのでしょうね。歌が歌えるようになるよりも（勿論上手くなって欲しい

れの個性があって発見がある！新し

けど）メンバーさんが楽しむことで、周囲の私達が楽しくなる様な、そんな場

い出会いがあると、その分感動も増

が作れる様、頑張って行きたいと思っています。歌うことは、ストレス発散に

え自分の世界が広がるように思えま

なります。最近は美容にも健康にも、沢山の効果があることが解って来まし

す。微力な私は、スタッフの方々の細

た。歌って見たいと少しでも思っていらっしゃる方は、ぜひあさひにお出かけ

やかなご協力があって始めてお手伝

下さい。練習日は月 1 回木曜日の 13：30～です。それではよろしくお願いし

いが出来るのですが、この出会いに

ます。

感謝しています。
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ボランティア
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好奇心・めぐりあい・発見・感動を心に止め、
一年を過したいと思います。そして、今年か
今年も！

らスタッフの一員とボランティアもかねてが

喜怒哀楽、おおいに味わい、

んばります、よろしくお願いします。
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楽しみまーす！

小村君枝
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今年はもっと長く、
遠くに散歩に行きた
いなぁ♪
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どうぞよろしくお願い致します。テレ

写真はパワースポットで有名なﾌﾞﾝｸｲﾄｳ

サホームと多機能型就労施設の看護を担当し

ｹﾞに行った帰りに立ち寄った日本縦断

て、はや、8 ヵ月が過ぎました。限られた時間の

線が地表に見られる湖の上にかかって

中で看護師として健康面のサポートをしていく

いる橋で撮ったものです。御利益かその

ために手探りで仕事を進めてまいりました。メ

後元気に過ごしてましたが、十二月が鬼

ンバーさんの一人一人の個性を見守りながら心

門でした。蜂窩織炎で苦しみました。膝

身共にお元気に過ごせますよう

サイドからス

の関節のクッション装置、滑液包にばい

タッフの皆様と共にサポートしていく事が出来

菌が入り、熱、発赤。白血球が 25000。

たらと思っております。それと

共に理事長さ

この数値に驚き、神妙に治療なんとか一

ん始め皆様の健康でお元気でありますようにご

月ほどで回復しました。健康のありがた

祈念申し上げます。私も老看護師ですのでよろ

さを知らされた七十歳の年末年始でし

しくお願い致します。

た。

今年も
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馬場真理子
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馬場春夫

激動となりうる
この年を楽しもう❣
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売り上げを伸ばし
て、事故のないよう
に頑張ります。
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川瀬

昇

スタッフ

田中紀子

年が明けて、早くも１ヶ月が過ぎようとしています。若い頃と比べ、
１年が早く過ぎると感じるというのは、感動がない日を過ごしてい
るからだそうです。今年は日々の小さな感動に気を止めながら昨年
よりも長く充実した年にしたいものです。『ボーっと生きてんじゃ
ねーよ！』と言われないように。。。
スタッフ

清水かよ子

ボーっとして、
カフェのオヤジでも
したいなぁ(^^♪
スタッフ 中山正博

あさひの皆さんと共に過ご
す事が私にとってとても大
手芸教室
赤羽薫さんに教えていただ
き週一回（金）素敵な作品が
出来上がります。

切なことです。今年も仲良
く元気に！！
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田辺征子

昨年 4 月よりぶーこっこの職業指導員として
あさひの皆さんの仲間入りしました。
日々仕事に子育てと時間に追われてますが、
皆さんの元気を頂きながら忙しくも充実した
時間を過ごさせて頂いてます。
今年の目標は早起き！朝の時間を有効に使うこと。
そして子供達と山に登ること！です。
皆さま今年もよろしくお願いします。
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里佳子

グランドのいちょう並木
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ぶーこっこでの野菜作りにあたって
昨年の春、ぶーこっこから野菜作りを手伝ってくれと言われた時、私よりも優れた農業の専門家はたくさん
いるのにと考えましたが、何はともあれ引き受けることになりました。ぶーこっこは既に米、大豆他を作って
おり、それなりに農業の経験もある人もいて、苗づくりなどを中心に教えれば後は何とかなるという甘い考え
からスタートしたところです。昨年は、農地の見学をしましたが、農地に適した土地は残念ながらなく、これ
は少し時間がかかるなという感じを受けました。とりあえず苗の供給を始め、定植するところから、スタート
しました。結果は予想した通り土地が痩せておりあまりいい作物ができない状況でした。
去年の結果を受けて、今年は昆さん、島さんをはじめ主要なメンバーも含めミーティングを持ち話し合いを
しました。農地の拡大、土地の改良、そして野菜が余れば売りたいということなどから、幾つかの問題が出て
きました。１つ目は法規制の対象になること、２つ目は農作業の時間を作り出すこと。１つ目は、私自身地産
地消に出荷するために、家庭菜園を脱却できたこと（今でも規模は家庭菜園ちょっと超えた規模だが・・）栽
培履歴をつけ、良いものを作るため連作障害を避けるために地図を作ったこと、栽培日誌を作ったことなどで
す。２つ目は、繁忙期は朝早くから収穫、出荷準備は当たり前だが、ぶーこっこは定時間の中で作業を行わな
くてはならないことなどです。勿論ぶーこっこでも米や鶏などを飼育しており、同じような問題があるのです
が、野菜の場合はさらに手のかかる作業は増えること、また農業の場合個人事業主で、殆どの場合作業手順は
頭の中に入っているが、今後は複数スタッフの共同作業であり、手順書やスケジュール管理が複雑になってく
ることなどです。
こんなことを考えると頭が痛いのですが、今年は１月からレタスの苗づくりからみんなで始めています。ま
た土づくりの手配も始めました。目標は、規模は小さくても、一連の作業をきちんとできるようになること。
来年は、規模を拡大して当面の目標である出荷ができるようになりたいと考えています。皆さんの応援をお願
いします。
晴耕雨読を夢見て山梨県に引っ越してきましたが、夢は当分先のようです。
ボランティア 奥野

明

2018 年秋の旅行
今年は新しい体制となり、初めて利用者の皆様が一同で旅行することができました。
2 泊 3 日だったのが、今年は 1 泊となり選んだ旅先は！？！？小海線を利用した小諸、高
峰高原の今までにはない近場の楽しい旅行となりました。

小海線

HIGH RAIL 1375 車両を行きに利用しました。

高峰高原ホテルの前で(^^♪

雲海と太陽

☆彡

高峰山頂より八ヶ岳を望む♬（標高 2091ｍ）

懐古園前で

°˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°

☆公益財団法人

愛恵福祉支援財団様よりの資金助成報告

★平成 30 年度・・・２００，０００円★
（チェーンソー＆薪割り機）

☆賛助会員会費☆（平成 30 年 11 月 1 日～平成 31 年１月 20 日）
赤羽 薫・阿部俊夫・入江会計事務所・大森多恵子・大河内敬信/朝水・塩沢
武井澄衛・田中孝雄・日本基督教団深川教会・深町

☆寄付金☆

潤・高橋淳一/眞理

洋・ミズカミ・保田昌男・八巻美弥子・山田裕子

（平成 30 年 11 月 1 日～平成 31 年１月 20 日）

長尾愛子・南 久弥子・森中大弼/雅子・保田昌男/雅子・吉川和子

☆多機能型事業所“ぶーこっこ”支援寄付金のご報告☆
（平成 30 年 11 月 1 日～平成 31 年１月 20 日）
麻川善行・清里自動車

☆ぶーこっこ広場基金決算報告（H.30.1.1.～12.31）
経常収益・・・5,000 円

経常費用・・・35,402 円

当期正味財産増減額・・・△38,376 円
前期繰越正味財産額・・・422,937 円
次期繰越金額・・・384,561 円

★第 19 回あさひ交流会のお知らせ★
日
時 平成 31 年４月 13 日（土）
午前１０時～午後２時
会
場 あさひテレサホーム
山梨県北杜市高根町村山北割 86-6

特定非営利活動法人あさひ
〒408-0002 山梨県北杜市高根町村山北割 86-6
TEL 0551-47-3950

FAX 0551-30-4044

賛助会費（５０００円）＆寄付金等
★郵便局振込★

00220-1-

98254

：

http://www.asahi-teresa.com
asahi-fukushi@cd.wakwak.com

特定非営利活動法人あさひ

★他銀行振込★

当座

０二九

0098254

編集者：中山 正博

