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NPO~去入浴場で窓会る嫁答者を支える重量遜儀 I FAX 045由民2-訪れ

おいまなお続く、被災地の臨難な臼々をご

私たちにできる事

ともに頭張る事で支えたい

口今年ちお校総になりましだ.2これからちよろしく・. . . 

デイサーピスの行なわれている鴻動ホーム fしもだJ(/)バザーが終わ号、みんなほっと

していま噂字。

ことしは、すこし入の織が少ないかなと思いましたが、ラ宅り上げは量宇年度を少しぶ図って

いました。空襲備には、家主張、ヱドヅンティアさん会合わせ、延べ 1584'r (3日間)。浅羽の参

加者i立、ボランティア(269名)、運転車裏、職員などもあわせ全部iで 420~おの大総書輩。今年で、

23悶悶になりましたが、総主主主・…上げての大イベントです。

5Jlの第3選の問機院。 3Jlから主撃機会t長会まって、とのパザーが終わると、ょうやくみ

んなの淡緩や活動に絵号車註み始めるのです。

口チャリティー・コンサ…トへの準備がすすんでいます

火愛護災から 2ヶ月がi偽ぎ、事主地の様子がだんだんわかってきました。

rt友けるように高く背く勝れ渡った祭の1にどこまでも緩く、何もなくなった体波のあと

に立っと、まるで夢を見ているのかという総じだった.. . Jとを見地iこボランティアで入った

方が報告されていました。

主義浜市作業所巡業長会の集まりて?、たくさんの学薬会見せながら、もっと鮮腕iこ!l:!るはず

なんだけどと実際iこ浮かれた様子を、もどかしげに簡な務まらせつつ話すの会協きながら、

やはり紙、身体を動かしながらできる事でともにがんばりたいという思いを霊長くしました。

いま、被災地へ向けてのチャザティ…3 ンサート fドミトリー，シシキン

ピアノリサイタルjの空襲豪語も後半に入札問符に出版する総予の編集にかかっ

ていま寸おくどうか 僚にfrいますように.. .) 

現地のご支援総動lこ入られたjjの絡をきをお寄せ頂くと芸名に、いつものように当事

務の戸ーを届ける機会;こしたいとおちいますり 出来上がったらぜひご望者下怠いe

待 1・

特定非営利活霊童話主人(NPO法人}綴織で生きる簿警著書唱を支える会

平成23年壊第一回総会の報告

てFiít\ 1こより今年度第一関総会を喜善後し、ヌ宣教第 28条による会員の参加を:~等てそ争議童話につ

いて滋議事し決定しましたのでご報告いたし亥すc

言己

日時 5 Jl 2 3閃{月)午後 1時 15 分~3 時

食事島:活動ホームしちだ

議後:ぷm慶子{主主選定 27~長によち出足有した正友会員の中からi祭出)

議事録終名人:11:;倍;満子、竹ヨミ真喜子(閥 3H長一2によ号遂!l:!)

議題

1. 平成22伴波書事業報告、級交決算級をき・霊主主主事離を智について

望主害事{代重量)大主主総恵より特定察官数廓j活動に演する繁栄報告がされ殺詰容された。

湾護者葬(余計)竹主主主等夜子より特定非営利級裁に言毒する収支決要事事量告がされ実主義草された。

監察防防総子よ型、会計について全てi幾切に行なわれている紛の監査報公がおれた。

ネ 尚、 22年度、そのま主の毒事業(チャザティ…コンサート t.t.1:::の収益事業)につい

ても報告され、収益;立、全て滋E壁際事害者支援のため特定非営利緩ま級事業へ寄付された

ことについて機銭。

2. 平成 23年度事業計側、収支予算案について

23年l廷の立とな活動〈幾度襲撃ミ募者グループホ…ムの運営支援、殺l窓会員事章ミ葬者の全農竣

然活支援、封主主事態宇多義・主主主主交流著書多量、研修会.jjI，学会 など)について提案された。

次にこの 活動に蒸づく予算案について提案され、後講義の後、いずれも満場一致で議

主たしたD

3. 23主f-t変その他の事業 (q立主義者葬祭)について

東巨本大震喜災の被災した障害事務災ぴ小規模範殺の支援のため、チャリティーコンサ

…ト安行なうととについて理事会よ号機策され承認された。

但し、緩災甚大なことと災援が緊念惑と筆答するたゐ、具体的な念獲量についてナでにとり

かかっている。実施については、実行委長会で空襲備をしていくこととした。

藍韮笠ュ会Tご孝義主兵の障害者間休止ま宅に被災総の隊護手者支援のために苦手付する善事をえR総合

4. 役燃について

ミ当会主交E遣は理事 7~忠、襲志望許 1 名これまで!!おり講堂綬するものとする。

*潟 賛助会長義の方で決算数、1吾妻誌報告雪卒、当悶の議事録についてど繁になりたいjjは、

ご連絡いただければお送りいたし求す

*お語名ぴ* 紙面の総会iこより「逮建設・めがねの声j はお休みいたします。

. 2. 



iご入会 ご継続 ありがとう己む唾習〔敬称絡]

{綴間会員l
議草弁 ?子夫 弁ぷ務手 濠あい子 遣を木 信子 r~脇 トモ子

目減美穂iI 小杉久仁男 大賀和夫

{会災1
高畠慶子 話芸E語勢手襲子 田忠夫 阿部八重子 大主義 院選ま

大濠友子 蜜阿久子 福E詩定予 鈴i工 事毛撃事 タL弁 護笠菜

竹生異議喜子 藤IE 美子子 話i国 きち 鈴木仁市 。、松 華字矢

[後助会員]

小泉 美子予 高信き 傑 言語窓 溌?工 ぷ井正夫 高IE炎智子

鈴木機炎 村山綾子 安田 重量子 寺島問 {智子 元手製ヨ 多色奈

五十長試すみそ子 福岡徽 佐議益 栄吉 治市政代 主主村 鈴代

鈴木 E草子 はjlE 訴え 加藤 富季語英 絵ru伊綾子 IJ、薬久美子

向JII I寧子 佐藤政手 高機家宅自 言話機 えい J]、堀 IEi震

小島工綾子 戸JII 豪華主主 4議石 T白星 会;資 手話炎 戸川 ;英文

戸JII r資美 小著書 五日 架線紀子 関聖子 完走者喜 吉原ふさ子

縄本去を知子 明日目)11鈴子 守読書聖持てるぞ子 小宮ru給予 ruii日午蕊子

お控室 秘主主 松山万里子 事華1E7;バユテ 松永数年 ~tJII 道子

二k石富美子 笠空宇満喜子 はかちゃ沫江 i際安克典 蓄量安 積雪量

言語波 紋護費 語講堂記 事脅和 首官民主主主幹お: 主:Jt真紀子 小JII 毒事道

長岩崎八代子 平等志角堂 荒幾重草代子 赤瀬幸福子 はIIE 秀炎

山約五iI ヰ35車勢総子 キ鼠島蓄喜美代 山本邦子 害事担日 放t工

ぬ)IIIE言語代 平等 百草 平雪察 知長生 Ilj内 立男子 二二上 文子

川島仁子 選集 輿磯子 佐々木幸子 立主後 みえ 高重量 議

鈴木毒事ニ絞 性臣事 さ善市 佐書事良美子 弁上: 機子 議問滋子

岩崎 二子慾 係長き 綱ミ子 {中鉢 {絡 聖子ロ 善幸子 渡辺 後手立

渡辺英一 意号凶新之介 新E自 主主'f- Jllt話機ゴト Jllt花慾子

議議畠 綾子 山本暁子 山本;政議長 塁手e津キ箪

[関体事費助}

草場神奈川総本tl:文化協会 LLT介獲すーピスセンター 編者童話主総合開制

ゴールドケアサ-t:.;;<. (符}大原マネジメント研究務 事華北隊肢体不自治児者父母の会

パナホーム事長式会役 サイドツークスネ~スト

(平成 23年 5月 28日現筏のご入会議)

置尋
義主月紛れ あおきこかげに うをさし

青き空 ヨiflのE覧会主 気持ちよく 〈ょっぱホ}ム・書室畠襲警津"3-)
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…一…ー…古 切守 二~ 今月のよっぱホーム I <..叫ζ;恥一…………1
iょっぱm…ム ι 一一ーベ レー一一-A j 

j 同はだんだん蒸し暑い同多くなってきて、いよいよ糊入何気況が近づいてきま;

iした。話量E霊祭が語撃しい臼もあってか、手本務く、ずしてし家う入R筆者もいました。

: 附一一管澗埋の哨一幾組酌一しい吟一し岬祭

そんな 5flでしたが、入絞殺にとってはGWにしもだパザーなど、色々とイベントのあ i

った月でした P ! 
; 徐々に夏の匂いめするようになってきた 5札よつばかームでは、ょっぱと箔 2合同で j
jパーベキュー大会を行いましたα 今にもt認が降り段jしそうな天気号、体務会2今ひとっすぐれ!

;ない入E若者もいて、タトと空壁内総と記事111さ分かれて行いました P
; 外毒症は勢津子さん、次郎さん、:a関さん、山田さんが縫主主に毒突き援をI広げて。大;燥さん、

!富飼さん、阿部さんは第2ょっぱホ…ム内でホットヅレートおおQで P

; まず材料の準備です抗野3誌を切ったり食事会揃えたり。入主若者

!と織負、プJを合わせてがんばります。 1堂本設の皮すpき苦どたくさんし

iてくれた入E若者さん、うちわで扇いで一生懸命火殺作ってくれた

円丸山哲ました!何時整つ白山よパ

…ベキ品一開始!たっぷ号の牛肉、豚肉、鶏F持。緩いてイモ、ニ

;ンジン、カボチャ、キャベツなど山もりのお野菜…そしておいし

;いおにぎちと燐きそば?

; 空iま善孝喜量りでしたが、やわらかな自室長しがかえってき託持ちよいくらい紗皆でわいわいお

iしゃべりしながら、いつもの食事より沢山?食べました。大変、ダイエットしなくちゃ?

* * * 
4fl 2 7日は害事淳子さんの誕生日でした。

! みんなからの fおappyBirthday dear 勢津子さん~TJの軟にはとても絡しそうでした

't 

i:第2ょっぱホ…ム

5/3 は第 1 ょっぱの獲で、第 land 斉~2 合!首1のパ}ベ~ューをしました。『合!湾で』と幾

;いたものの、務 2よつばから参加できたのは宏さんだけ…〈友子さんは不夜日でしたが)

2 健市さん、章子さんともにハッ~リしないお天然主主i様に、スッキりしえとい体繍だったた

i め、第 2 ょっぱ鐙内 iこて fホットプレートで続き焼~パーティ…~ Iと綴り終えて楽しむこ

とにしましたe 健市怠ん&重孝子さんはホットプレートで色々な食

事才{i:焼いてもらい、たて〉ぷりと食べました。

E量タトパーペキ江ーに参加した君主さんは色々なスタッフからちょ

っとずっ食事のお手伝いさとしてもらい、主主~くさん食べました。

引でも、量生4症の上で燦き上がる f燦きそば』のニヱオイi立食欲をそ

そります。'a;:さんも手撃をヒクピク?楽しそうに待ってました。 織

機&満廷で終了すると、間もなく大粒の僚が降ってきました。今

;燃はなんとか衡にあたることもなく無喜多終了ぬ次!匝H主元気ハツラツで金主主参加で楽しめる

!とよいな~と，怒いました。
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