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あさひだより

理事長就任にあたり
特定非営利活動法人あさひ 理事長 矢板

力

６月２３日（日）に開かれた「ＮＰＯあさひ」総会とその後に行なわれました理事会
で推薦を受け、理事長を引き受けることになりました。 前理事長と理事の退任で予期
せぬ事態に、急遽、理事長に推されたことに戸惑いもありますが、これまでの「あさひ」
との関わりから出たものと思い引き受けることと致しました。
微力ではありますが、ＮＰＯあさひの発展に務めていきますので、ＮＰＯあさひに関
わる全ての皆さんのご指導・ご鞭撻･ご協力のほどよろしくお願いいたします。
東京から北杜市高根町へ妻と一緒に移住してから１６年になります。「ＮＰＯあさひ」
との関わりは、あさひ福祉作業所の島充弘氏がご尊名の時に、引売りで妻と一緒に甲府
市や南アルプス市など、県内に「安心･安全な卵・パン・野菜などを」配達と販売のお手
伝いをしたことから始まり、島さんからの声かけで「お米作り」をいちから教わったこと
が縁となり、田植えや草取り、稲刈りなど寮生と行動を共にしながら、お互いを知り合う
ことにつながりました。
「ＮＰＯあさひ」の２０１８年度決算は単年度決算で２００万円を超える赤字となり
ました。厳しい事態ではありますが、このことが利用者の負担とならぬよう、全体の風通
しを良くしていきたいと考えています。
あさひテレサホームの願いは、
「誰もが人として本当に大切にされますように、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」と書かれています。生きづらい現
代の社会にありまして、この願いを次の世代に引き継いで行くことが私の任務と考えて
います。
理事会一同、心をひとつにして頑張っていく所存ですので、今後とも皆さんのご協力
よろしくお願いいたします。

秋空に映える八ヶ岳

岩永住幸さんを偲んで
岩永ご夫妻に支えられたあさひ福祉作業所 島 武代

２０１９年４月２０日夜、奥様・お子様・お孫様に見守られ９５歳の人生をとじられ、神様
のもとへ召されました。この日は復活前夜祭で住幸さんの願い通りになられましたことに、
信仰の深さを教えられました
６月１３日納骨に長女のみつえさんの運転で幸子さんに抱かれ、横須賀へむかわれ、お出
かけまえにあさひのよし子さん・恵美子さん・由美さんと共にお別れしました
１５日横須賀のカトリック教会墓地の岩永家に埋葬されました
振り返るまでもなく岩永ご夫妻とは、３０年来交流させていただき、私を洗礼に導いてく
ださいました
あさひがまだ開拓地を切り開いているような状態のころ、韮崎カトリック教会のシスターテ
レジア美智子さんとともに中田ご夫婦、岩永ご夫婦大勢の信者さん方がお弁当持参で、草原
に円陣になり、島一家と寮生を癒してくださったこと、何十年たっても脳裏に焼き付いてお
ります。この昼食会がご縁で岩永ご夫婦とのかけがいのない人生がはじまりました
住幸さんの送迎で、幸子さんは毎週お菓子作りにいらしてくださり、ときには住幸さんが鶏
舎やドアーの補修、網戸や菓子道具の新調など大工仕事の特技を生かして作業所を快適にし
てくださいました。
また、ゴールデンウイークや正月休みには、帰省場所のない寮生を自宅に招いて宿泊させた
り、横浜、信州などにお孫さんと共に旅をさせてくださいました。
私はというと、夫婦喧嘩の愚痴や仕事の悩みをご夫婦に語ったものでした。
お宅に伺うと、よく信仰のはなしを聞かせてくださいました。住幸さんのご両親が長崎の出
身で、父親と共に司祭館の建立に各地を歩かれたことなど、また長崎のカトリック教徒の戦
前の貴重な写真など拝見いたしました
天に召される１年前から山内さん、田中律子さんとご自宅に伺い懐メロを歌い、大声で楽し
く歌われていらした姿が目に浮かびます
思い出は尽きません、住幸様どうぞ安らかにお眠りください、
幸子さんをどうぞおまもりください

天に召される２週間前 あさひのメンバーと共に

2019.4.13
あさひ交流会

スペシャルゲストを迎えて
☆ 岩崎けんいちさん
☆ TOTO KAKA (アフリカ民族楽器演奏)
☆ 笑いヨガ黒田さん

愛と勇気のシンガーゾングライター
いわけんさん

いわけんさんの大ファン

スタッフ R さん

スタッフ R さん
あさひの交流会に、いわけんさんをぜひ!!と、直接お願いしてくれた
R さん

R さんにとって、いわけんさんの魅力は？
☆この星で必要ない人なんていない☆という詩があって、とても共感しました。
その詩を書いたのは、障害を持った女の子で、本当にそうだよなって改めてジンときて。
いわけんさんの歌は、自分が家族を失った時のつらい気持ちや、その時その時の、心で感じたそのままが
歌詞になっていて、言葉にするには難しい気持ちを、素直にストレートに歌ってくれている･･･そんなと
ころに魅力を感じています。他にも、カンボジアに学校を建てて、毎年うたや靴を届ける活動を続けて
いたり、とにかく尊敬できる素敵な人で、大好きなアーティストさんです。
https://www.iwa-ken.com/
いわけんさん HP
ぜひみてね!!

TOTO KAKA (アフリカ民族楽器演奏)

笑いの神さま

黒田氏降臨

交流会当日は、最高のお天気♪
ゲストの皆さん、来客のみなさん、ボランティアの皆
さん、利用者さん、スタッフさん
本当に

人にも恵まれたあさひでした!! 大感謝

春の手作りご馳走＆デザート

みんな笑顔に

なぁれ♪

来年の交流会も
観てみたいモゥ～

あさひのゆかいな仲間たち
秋の旅行編
テレサホーム

2 泊 3 日(池の平ファミリーランド他)

ぶーこっこ

日帰り旅行(アルパカ牧場他)

安全運転ありがとうございま～す!!
どちらかが？骨年齢、脅威の 20 歳♪

まだまだ若い？イケてる？
骨太ドライバーズ
白駒池 日本では数えるほどしかない原生林の 1 つ

リラックス、リラックス、リラックス
リラックス

リラックス、リラックス

before→ after

Go!!

Go!!

Go!!

ぼくだってハンドル握れば人が変わりますよ(泣)

腕の力だけで上り下り

ハンドル握らせたら～

右側にご乗車の方、マジ本気!!

私たちだって!!変わるわよぉぉ!!

ここはどこ？シャトレーゼ工場♪
わたしはりえ

オレひろき

ナイスカップル

袋に入ってるのはお菓子?!
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ゆかいな仲間・才能の花畑
類まれなる感性編
ぶーこっこでは、これまでにも書道（横島先生）や手芸（赤羽先生）笑いヨガ（黒田先生）歌の会(板橋先生)など、
芸術分野への取り組みもすすめて来ました。
9 月からは新たに絵画へのチャレンジも始まりました！(臨床絵画

小田切律子先生／パステル絵画 佐藤恵美子先生)

今回は小田切先生ご指導のもと、みんなから溢れ出した才能と個性を一部ご紹介!!

匂いを色に

個性溢れる利用者さんに向けて、小田切先生は、五感から絵
にんじんの葉っぱを
細かく表現してる 2 人

を描くというご指導をされました。用意したりんご、にんじ
んを匂ったり、触ったり、切ってみたり、食べて味わった
り･･･彼らの感覚は何をキャッチしたかな？

見た目はすでに画伯?!
左は半分に切ったりんご
右は心に映るお花?!

同じりんごを目の前にしてもこれだけの違い!!
彼らの世界はどこまでも豊かな感性に彩られています
彼らの才能を引き出してくれる小田切先生に感謝!!

《 番外編 》 ぼくもみて～♪
あさひのアイドル

建司さんが見てる世界からクイズ～♪

建司さんは、人のあたまをこんな風に感じてます
このひとだぁれ？？(あさひにいる利用者さんやスタッフです)
けんちゃんクイズ～♪♪
第1問

赤いパンジーと塩ラーメンのあたま。

第2問

黄色いマリーゴールドのあたま。

第3問

紫のパンジーのあたま。

第4問

いちごフルーチェとゆで豚のあたま。
答えは最終ページ

ぼくはねぇ
歌とあくしゅと
ちいさい子が大好き

夏休み、息子と共に《あさひ》で過ごして・・・

NPO あさひ 正会員 山本ひろ子

この夏は、小学校 6 年生の三男と一
緒に、3 週間ほどあさひで過ごさせ
ていただきました。
創業時の「あさひ福祉作業所」であ
った頃は、この《あさひ》が私の家
であり、生活の場でしたが、家を離
れてから数十年が経ち、こうして
《あさひ》の皆と寝食を共にするの
は、久しぶりの事でした。
それでも、もう何十年も知っている
利用者さんが多いので、私自身、気
疲れするわけでもなく、息子は
普段が核家族の生活ですから、 ワークキャンプの皆さんと朝のラジオ体操からスタートです！
まるで大家族となったように、
のびのびと常に見守られている
安心感があったようです。
日常をあさひで過ごし、感じたことがあります。
父、島充弘が亡くなり十年余りが経ちますが、
あさひのメンバーはたくましく生きているなぁ
と・・・
地域社会の中で、真の自立を目指してたくまし
く生きていく場としての《あさひ》。
父の目指していたものが、彼らの中に続いてい
るなぁと感じずにはいられませんでした。
「それぞれが、自信を持って自分の役割をこな
す」
「お互いを認め合い、思いやりながら共に生き
ていく」

木陰でおやつの時間♬
風が気持ちいい、和やか
なひと時です。

あさひが創られた、その思いが息づいてい
ます。
重機まで器用に使いこなし、まさに、あさひ
をしょって立つ存在の I さん。
鶏糞づくりに誇りを持っている Y さん、鶏
糞の機械が故障した時は、自分の仕事がな
くなってしまうと心配でたまらない様子で
した。
何かとボヤキの多い I さん、あさひの変化
を敏感に感じ取っているのでしょうか。

ワークキャンプの皆さんと、すのこ作り作業。

配達先のナビゲーターとしてはなくてはな
らない K さん、配達先の職員さんのお名前ま
で頭に入ってます。
甲高い声で語り、働き者の S さん、パッとあさひの雰囲気を作っています。
ガスオーブンの火入れから、ケーキ作り一連の作業をこなしていくベテラン職人 Y さん。
スローペースながら丁寧に、キレイに、きちんと作業する E さん、抱えている思いも多いよ
うです。
いつもニコニコ Y さん、お仕事の時間以外でも台所
に立ち、みんなのために様々してくれています。
年齢とともにマイペース感が強くなったような K さ
ん、あさひの歴史そのものかもしれません。
何かと周りを巻き込んでいく O さん、彼の能力がど
のように広がっていくのか、これからに期待してい
ます。
控えめな笑顔が魅力的な S さん、何度か顔を合わせ
るうちに緊張がほぐれていくのを感じます。
その記憶力と絵の才能が光る R さん、存在力の大き
さもなかなかです。
今回、ワークキャンプの方々とご一緒できたのも貴
重な機会でした。
息子は、ワークの皆さんの作業に一緒に加わり、休
憩時間の野球や語らいも楽しそうでした。
あさひとワークキャンプの方々との歴史は３５年ほ
どになるのでしょうか。当時、幼い私を肩車した
という方との再会もありました。長い年月、毎年・ 自然の中での生活…ヘビを捕まえてニッコリ！
毎年、こうして《あさひ》を支え続けてくださっ

ている事に、心から感謝いたします。
ある日のワークキャンプの方々の朝の集いの際、私は外作業をしながら耳を傾けていました。
「あさひでは、自分さえよければ、それで良いという考えでは生活できないんだよ。常にお
互いを認めて、支え合って、人のために何ができるか・・・その思いがある人たちが集まっ
て、あさひがあるんだよ。」というお話しが忘れられません。
こうして、あさひを心から理解して、支えてくださる多くの方々がいて、あさひの４０年が
あるのだと実感しています。
あさひは形を変えつつ、でも、あさひの思いは変わらずに続いていることを嬉しく思います。
これも、20 名近くいるスタッフさんの努力と思いがあっての事です。感謝申し上げます。
あさひのメンバーも年齢を重ねています。それでも、これからも《あさひ》らしく八ヶ岳の
麓で自然と共に生きていく場であり続けて欲しいと願っています。
私がこんな思いを語ったわけでもないのに…あさひから自宅へ戻る車中で、「あさひはずっ
と続いていて欲しいよね」と息子が話していました。
誰にとっても、「あさひに行くとホッとする。笑顔になるね。あさひは、いつもこうだね。」
そんな場でありますように・・・
多くの皆さまに、これからも、どうぞ温かく見守り支えていただきますよう、心からお願い
申し上げます。
素敵な夏をありがとうございました。

あさひの歩み・写真資料について

山本ひろ子

あさひのホームページがリニューアルしました。
ホームページでは、あさひの歴史を振り返る記事も掲載していきたいと思っています。
しかしながら、あさひの歩みは４０年を超え、開所当時の写真資料がなかなか見つけられず
にいます。
当時の写真をお持ちの方がいらっしゃいましたら、ぜひ拝借させてくださいますようお願い
いたします。
スタッフまで、お声がけをお願い致します。

思い通りにはいかない?!
だからこそおもしろい?!

就労継続支援 B 型事業所 支援員 尾島康敬

ああ、こうすればよかったかも・・・ と思って
も次のチャンスは１年後。
そんな作業が多いあさひです。
今年の 3 月下旬から 5 月中旬にかけて何回
か、4 つの鶏舎に獣が土を掘って侵入し、160 羽
近くの鶏が被害を受けて死んでしまいました。

尽力して頂いた昆さん
ありがとうございます

私こそ

骨年齢

ふ ふ

ふ

20 歳!!
発見した時はとても悔しい気持ちでした。
ふっ
その後は鶏舎まわりをコンクリートやブロッ
ク、石などを置いて固め、今のところ落ち着い
ていますが、宿直で泊まっている時に夜な夜な
獣の鳴き声が聞こえたり、鶏舎周りの通路の真
ん中に、堂々と糞をしていたりします。
先日、古い鶏舎を解体し、新たな鶏舎が完成
間近ですが、獣に狙われやすい端に位置するの
で、注意していきたいと思います。
この他にも毎日いろんな事があり、いろんな反省や発見があります。その分感動も（充実感）
あると思っています。

あさひに来てまだ間もないですが、
一年で三年分くらい過ごした気分を味わっています。また、ここではいろんな方達との交流
も多いので、大切にしていきたいと思います。これからもよろしくお願いいたします。

私たちに、丈夫な
新居をありがとう

編集者ＮとＹのつぶやき
毎年恒例になった山梨県合唱祭、イルカさんのコンサート、富士山河口湖音楽祭、この
あとは、ステラ合唱団指揮者の渡辺公男先生の芙蓉文化賞受賞記念演奏会、そして…３年
連続参加が決まったサントリー1 万人の第九＠大阪城ホールなどなどと合唱三昧は変わら
ずで、大いに楽しんでおります。

(注)よい子のみんなは真似しちゃダメよ

Ｙ

Ｎ

池の平ファミリーランドにて

☆賛助会員会費☆（平成 31 年 1 月 21 日～令和１年 10 月 8 日）
浅川秀治 雨宮志門・直美 伊藤寛 今井勇 今井洋子 今関公雄 岩永佳幸・幸子 大内満男
奥野昭 尾崎よね子 清里自動車 椚よし子 小松大三 小松とも代 小林宏明 小林登
佐藤英道・美代

佐々木憲二

佐々木真一・史子

椎名由美子

島勝美

島せと子

清水昌子

塩沢潤

下地峰子 鈴木隆・美智子 高橋淳一・眞理 玉谷真吾 田中修一 千葉信男 中田文雄 内藤亨江
永田潔
弥子

中山隆夫

西勝恵子

布川博資

服部栄

㈱ミズカミ

宮本悦子

向山三樹・裕子

山本英二 山下君代 山本恵 涌井洋子 昆善起

☆寄付金☆

原健二

原藤進・憲子

八重田裕一朗

浜田香代子

保田昌男・雅子

深町洋

山内久枝

記名のない方 1 名

（平成 31 年 1 月 21 日～令和１年 10 月 8 日）

池田光男 岩永佳幸・幸子 岩永幸子 櫻木とし子 南久弥子 山下君代 岡本隆光 栗原信
小柳保征 小林登 田中修 保田昌男・雅子

☆多機能型事業所“ぶーこっこ”支援寄付金のご報告☆
（平成 31 年 1 月 21 日～令和１年 10 月 8 日）
浅川秀治 伊藤寛 岩永佳幸・幸子 島勝美 田中修 西勝恵子 原健二 原藤進・憲子
平出那賀彦 保田昌男・雅子

南久

山田裕子

☆ぶーこっこ広場について☆
多機能型事業所ぶーこっこができてからは、いろいろな場面での活用が見えて
きました。特に交流会やワークキャンプなどでの
広場としての活躍を見ていると、この場所があっ
て良かったと誰もが感じています。ということ
で、今後もこの場所に対する夢を抱きながら、す
べての人をつなぐ場として機能していくことと思
い、NPO あさひとして運用していくことにしま
した。今後ともご支援よろしくお願いいたしま
す。ぶーこっこ広場基金はそのための基金として
使用させていただくことをご報告申し上げます。
退職・異動・新任スタッフ紹介
清水かよ子

２０１８年４月３０日

退職

吉田

２０１９年１月３１日

退職

熊野御堂瑞子

２０１９年２月１日

新任

牧本拓也

２０１９年３月３１日

退職

大輪桃子

２０１９年３月３１日

退職

島

２０１９年４月１日

兼任異動

武藤智子

２０１９年４月２１日

異動

西川真理

２０１９年４月３０日

退職

古澤初美

２０１９年５月１日

新任

足立かおり

２０１９年７月２０日

退職

田中紀子

２０１９年７月３１日

退職

小村君枝

２０１９年８月１９日

新任

吉田昌子

２０１９年８月３１日

退職

門田早苗

２０１９年１０月１６日

新任

誠

武代

多機能型事業所“ぶーこっこ”サービス管理責任者へ

ＧＨあさひテレサホムサービス管理者へ

けんちゃんクイズの答え
1.武代さん 2.市村さん
3.中山さん 3.吉井さん
誰のあたまにもある訳ではないよ
うです･･･悪しからず

★あさひお餅つき大会のお知らせ★
日
時 令和 1 年 12 月 21 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-

編集者：中 山 正 博 ／

：

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

特定非営利活動法人あさひ

98254

吉 井 純 子

★他銀行振込★

当座

０二九

0098254

