
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                  

 

理事長 林倫子 

 

園庭の桜がいつの間にか葉を落とし、今はイチョウの葉が黄金色

に輝いています。 

５月に始まったみづほ保育園の改築工事も順調に進み、工事現場

の「働く車」の力強い動きに歓声を上げる子供たちの元気な声が聞

こえてきます。 

「僕たちの保育園が出来るんだよ。」 

先生と一緒に、着々と出来上がって行く園舎を見に行きます。 

そんな子供たちも、新しい保育園に移る日を楽しみにしています。 

 

先日、園長先生が私にこんなことを話してくれました。 

Ａ君がね、「園長先生、僕のこと好き？」 

「うん、大好きだよ」と言ってギュっと抱きしめてあげたら、 

Ｂちゃんが「園長先生、私のこと好き？」 

「うん、勿論大好きだよ」と言ってギュっと抱きしめた。 

次々と子どもたちが「私のことは？」ギュっ。 

すると、Ｃ君が「園長先生は沢山子供がいるね。」 

園長先生が言いました。 

「園長先生はこんなに沢山のいい子がいてしあわせだよ。」 

 

子供の虐待ニュースが流れるたびに悲しくなります。 

どの子もみんないい子です。 

大人はみんな、子供のことが大好きになってほしいと願います。 

１ 

当法人で、東日本大震災復興チャリティーと

して、皆様からご協力いただきました義援金、 

合計 ３８９，６０７ 円を日本赤十字社へ、

平成２３年１１月１８日（金）付で送金させて

いただきました。 

施  設 合  計 

ウエルコートみづほ １０６，０００円 

コムネックスみづほ １０８，０００円 

アルメゾンみづほ １７０，０００円 

みづほ保育園母の会 ５，６０７円 

義援金総額 ３８９，６０７円 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

２ 

開講日：平成２４年２月１７日（金） 

場 所）アルメゾンみづほ 
一宮市三条字野間２６番地１ 

応募受付）平成２４年１月１７日（火）より 

時  間）午前１０時～午後 4 時 

◆ボランティア派遣を終えて 

ウエルコートみづほ 介護支援専門員 平林 誠治 

 ３月１１日。大地震に加え津波による被害。想定外と

言われたこの震災も、先人の教えや文献をひも解き、実

践していれば被害はもう少し抑えられていたのかもしれ

ません。しかし、その被害はあまりにも甚大でした。 

震災から６ヶ月が経った 9 月 11 日、愛知県内にある老

人ホームの職員 22 人が集まり、愛知県老人福祉施設協会

災害支援ボランティア第 1 班として、宮城県南三陸町に

活動へ行ってきました。 

現地に足を踏み入れた時、災害支援から復興支援へと

切り替わったと話を聞いていた私は、目を疑いました。

確かに、道路はある程度復旧し、車での移動は確保され

ていましたが、破壊されたままの家屋、野ざらしの車・

汚れた河川、寸断された路線など目を覆う光景が多くあ

りました。復興にはまだまだ多くの人の手が必要である

と感じました。 

しかし悲惨な状況とは別に、活動を経て行くことで、

改めて人の暖かさ・仲間の大切さに触れる事ができまし

た。ボランティアに参加している人は皆、復興を願い、

惜しみなくその力と時間を費やしていました。その被害

の大きさにたじろぐことはあっても、皆で支え合い、「復

興」というおもいを胸に頑張っていました。ボランティ

アには到底出来ない事も多くありましたが、仲間が集え

ばボランティアにしかできない事も多くありました。 

また、この震災を風化させないためにも、現地へ行っ

た私たちは、現状を伝えていかなければいけないと思い

ます。震災から 9 か月経った今、被害の状況を伝える報

道はぐんと減ってしまい、ボランティア活動を行う人も

減っているとの事でした。 

復興はまだまだこれからです。また、現地で活動を行

うだけがボランティアではありません。その土地を思い、

復興の手助けになることを小さな事であっても行う事が

大切だと思いました。 

受 講 料）無 料 

応募資格）ボランティアの目的を理解し、 

意欲のある方。 

定 員）１０名 ※定員になり次第受付終了 

お申込先）アルメゾンみづほ 

TEL（０５８６）６１－７２７７ 

◆「被災地に立ち」 

コムネックスみづほ 施設長 波多野 共八 

このボランティア派遣の応募理由に、特別なものはありま

せんでした。「ただただ、何かしたい…」そんな“思い”だけ

でした。この企画を目にした時、この機会を逃せるわけがな

かったのでした。さて、被災地・現地に立ち見渡した時、報

道を超える真実が広がり、ここに関わる必要を感じました。

できることだけですが、それでも関わることの大切さを感じ

ました。そして、この体験を生かす使命を強く感じました。

幸いにも、当法人老人ホーム３施設で開催「作品展(文化祭)」

においてご来場をいただきましたたくさんの方々にお聴きい

ただきましたこと感激しています。この活動を振り返る時、

思い出されるのは、被災地での何気ないいたわりであり、見

過ごしてはいけない“痛み”への想像でした。 

現地でのボランティア活動 3 日目のこと。活動を始めたば

かりの午前、女性の運転する車の助手席に乗る幼い子どもが

窓から「がんばってね！」と私たちに向けて声をかけてくれ

ました。しばらくすると今度は、軽トラックを運転する年配

の男性が「ごくろうさまです！」と。この日活動を終了する

際、現場責任者を交えて終わりの挨拶をしていると、その向

こうを通学困難の生徒と思われる小学生を乗せたスクールバ

ス(観光バス)の車内から、体を使って大きく手を振る子どもた

ちがいまいした。宿泊地気仙沼市から活動地への道中、朝の

ラシュツにバス停まで歩く高校生、すれ違うバスに乗車する

高校生を見かけました。制服を着、中にはイヤホンでお気に

入りの曲でも聴いているのだろうその高校生たちは、一宮市

内で見かける高校生と何も変わらないのです。しかし、彼ら

が集まるバス停のその周辺には、無数の破損した家屋が見え

るのです。彼らだけを見ていたらそんな状況を感じない、感

じられないほど普通に暮らしているように見えてしまうこと

に戸惑いながら、見せない強さ、いやその普通さが、私を鼓

舞しこれから始まる一日の活動への励みとなったのです。 

今回の活動中、行き交うパトカーに手を振る自分がいまし

た。それに対し敬礼をしてくださる警察官がいまいした。互

いを励まし高めあっているかのようでもありました。これら

は、忘れてはいけない記憶としています。 

被災地に降雪の便りを聞き、今一度被災地に立った者とし

て現地の状況を伝える使命を感じ、この紙面をお借りしご報

告とともに、未曾有の震災に対し関わり続けることをお誓い

申し上げます。 

今回の活動報告は、愛知県老人福祉施設協議会

公式ブログ(http://d.hatena.ne.jp/airokyo21c/) 

9 月 11 日からの第１班活動分を、波多野が現地か

ら直接の報告を交え掲載をしています。 

ぜひご覧ください。 



 特別養護老人ホーム・ケアハウス・ショートステイ・デイサービス他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    在宅複合型施設・ケアハウス・一宮市包括支援センター他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

主な行事予定(ｸﾗﾌﾞ等は各月の予定表にてご確認下さい) 

12 月 12 日(月)  日比桂氏ピアノコンサート 

12 月 16 日(金)  慶寿会舞踊公演 

12 月２０日(火)  ウエルコートクリスマス会 

 １月 16～20 日 初詣 

  １月２３日(月)  ニューイヤーコンサート 

２月 ３日(金)  節分の会 

 

 

 

 

 

12/10現在 特別養護 ショートステイ デイサービス ケアハウス 

空き情報 ０室 お問合せ下さい お問合せ下さい。 ０室 

 

12/10現在 ケアハウス 特定施設 ショートステイ デイサービス 

空き情報 ０室 ０室 お問合せ下さい お問合せ下さい 

 

参加費：200 円(送迎代) 

※天候により日程を変更あり。 

 

＜デイサービス デリシャス工房＞ 
◆１２月１３日（火） チョコパン 

◆ １月２３日（月） ほうれん草パン 

◆特別養護・ショートステイ 

日時：１月１６日(月)～２０日(金) 

場所：成田山 

◆デイサービス 

日時：１月１６日(月)～２０日(金) 

場所：真清田神社 

日 時：平成２４年１月２３日（月） 

    午後２時００分より 

公 演：こまちバンド 

参加費：お一人様３００円（ご飲食代として） 

場 所：ウエルコートみづほ１階ホール 

“しずこさん”と“さとねさん”でお馴染みのこまち

バンドさんをお招きして、コンサートを開催いたします。 

おいしいお飲み物とお菓子とともに午後のひとときを

お楽しみ下さい。 

３ 

◆主な行事予定◆ 

12 月 16日(金)13:30～14:30 

みづほ保育園合同クリスマス会 

1 月 10 日(火)13:30～14:30 新年会 

 ※初笑いでお楽しみいただきます。 

 ♡ 平成 23年度一宮市ハートフルケアセミナー ♡  
【開催日】平成 24 年 2 月 1 日(水)【会場】コムネックスみづほ 3 階多目的ホール(一宮市木曽川町黒田字西沼 52 番地) 

◆第 1 部｢介護者交流会｣ 

時間：午前 11 時～午後 12 時 50 分／定員：20 名／参加費昼食代のみ：550 円     

対象：現在家族の介護をされている方及び家族の介護を経験されたことのある方。 

◇日頃の介護について、同じ立場の皆様や専門スタッフと自由にお話ししていただく、ランチミーティングです。いろ

んな意見を交わし、これからの介護に自信が持てる…。会を通してそんな気持ちになっていただけたらと考えています。 

◆第 2 部 家庭介護のためのハートフルケアセミナー 

内容：｢老年症候群を予防するために｣／講師：板部美紀子[看護師]様 / 日本福祉大学社会福祉総合研修センター 

時間：午後 1 時 30 分～午後 3 時 30 分／定員：30 名／参加費：無料／対象：どなたでもご参加いただけます。 

◇加齢に伴い、多くの人にあらわれる骨粗しょう症や失禁、足のトラブルなどいわゆる『老年症候群』について学びま

す。講義では、家庭でできる簡単な予防法もご紹介いたします。 

※第 1 部のみ、または第 2 部のみのご参加も可能です。お問合せ先：一宮市地域包括支援センターコムネックスみづほ 0586‐86‐5333 

 

★祝〈一宮市 90周年記念事業 元気はつらつ川柳〉入賞！★ 

『 節電で 階段使い 筋トレを 』 山崎寿美子介護支援専門員 

◆「コムネックスみづほ楽川会(らくせんかい)」は、今年職員の有志により結

成。初応募 15 名の中から唯一入賞者が誕生しましたことご報告いたします！ 

“落選”なんて気にしない!!! 楽しく川柳を作り、詠い続けていきます!!!!! 

 

 

 

ニューイヤーコンサート、初詣の参加申込みに

つきましては、別途ご案内申し上げます。 

日 時：平成２３年１２月２０日（火） 

    午後１時３０分より 

場 所：ウエルコートみづほ１階ホール 

 

みづほ保育園園児さんによる歌や 

ベル演奏、スタッフによるダンス 

を企画しております。 

みづほのサンタさんも登場！？ 

お楽しみに！ 



     特別養護老人ホーム・ショートステイ・デイサービス・居宅介護支援事業所他 

 

 

 

 

 

                  

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な行事予定 
12 月 16 日(金) コムネックスふれあい(年中) 

12 月 19 日(月) アルメゾンふれあい(年長) 

12 月 20 日(火) ウエルコートふれあい(年長・年中・年少) 

 1 月５～6 日  正月遊びの会 カルタとり、福笑いなど 

 1月13日(金) 公開保育 年少・年中)10:00 年長)10:30 

 2 月 3 日(金) 節分の会 

◆体操教室：12/13,20 1/10,17,24 2/7 

◆硬筆教室：12/7 1/11,25 2/1 

◆絵画教室：12/22 1/18 2/8 

◆鼓笛教室：12/5 1/20 2/1 

第１６巻５号（２０１１年１２月１０日発行） 

発行者：社会福祉法人慈雲福祉会 理事長 林 倫 子 所在地：愛知県一宮市浅井町尾関字同者１３８番地 

４ 

12/10現在 特別養護 ショートステイ デイサービス 

空き情報 ０室 お問合せ下さい 受入可 

 

子供達にとって一年のうち一番うれしいクリ

スマスがもうすぐやって来ます。 

保育園のクリスマス音楽会は 12 月 15 日（木）、

今年は園舎建築中のため、会場をウエルコート

１階ホールにて二部にわかれて行います。 

今、年長はミュージック 

ベル、年中はピアニカの合 

奏、年少は器楽合奏と、乳 

児は手あそびの練習をして 

います。 

毎日練習するうちにそれぞれの楽器の一番い

い音が出るようになって来ました。 

クリスマス音楽会当日は 

素敵な音色で皆さまをお迎 

えすることと思います。 

どうぞ御期待下さい。 

◆クリスマス音楽会 

 日時：12 月 15 日(木) 

午前 10:15～11:30 

 場所：ウエルコート１階ホール 

※サンタと遊ぼう会は 

12月15日(木)午後1:30より、 

各保育室にて行います。 

◆自由保育 ※申込者のみ保育いたします。 

12 月 29 日(木)・30 日(金)午前 8 時～午後 4 時 

クリスマスパーティーのお誘い 
街が華やぐ季節となりました。 

アルメゾン玄関先にも大きな 

ツリーが輝いています。 

今年も是非ご利用者・ご家族の 

皆様お揃いでご参加ください。 

みづほ保育園児のかわいい歌や 

キャンドルサービスも楽しみです。 

参加ご希望者は事前に事務所まで 

お申し込み下さい。 

日 時：１２月１９日（月）13 時 30分～15 時 

参加費：お一人 300 円(ケーキ・飲物代) 

 

新春茶会のご案内 
表千家・今枝登美子さん（今伊勢女性の会 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ・蓮歩の会）のご協力による

新春茶会です。 

参加ご希望者は事前に 

事務所まで申し込みを。 

とき：1月 13 日(金)  

    14 時より 

ところ：1階ホール 

参加費：お一人 300 円 

             昨年お茶会より 

            

1 月 23 日(月)～27日(金)、一宮真清田神社へ 

出かけます。参加申し込みについては、 

事務所までお問合わせください。参加費：200 円(送迎代)   

 

他行事予定(ｸﾗﾌﾞ等は各月の予定表にてご確認下さい) 

12 月７日(水)  Mr.ﾋｺｻｶﾏｼﾞｯｸｼｮｰ 

12 月 9 日(金)  訪問菓子販売 

12 月 1４日(水) ﾃﾞﾘｼｬｽ工房・日比桂ﾋﾟｱﾉｼｮｰ 

12 月 22 日(木) 菓子販売 

１２月２３日(金) ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｱﾙﾒ亭（特別会食）の日 

 

 

 


