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デイサービスさんあいで毎年恒例のお屠蘇 

 新年を迎えられたことに、感謝の意を込めて 

召し上がっていらっしゃるようでした。 

 多くの方が“健康でありますように”と抱負

を語ってくださいました。 (三輪 阿紗海) 

伝統行事獅子舞や

チンドン屋さんで

初笑い！ 

 “笑門来福” 

 新年を迎え私たちの歩みが 

      神様に守られ祝福されますことを祈ります。 理事長 池田 曠    

 今日私たちを取り巻く社会は非常に混沌とし、多くの問題が日々発生しますが、その

悩みの原因は、実は自分の内面から起きてくるのです。 

 旧約聖書の中に「ヨブ記」という書が有ります。ヨブは無垢で、神を畏れ、悪を避け

て生きていた人ですが、災難が次々と襲い、すべての財産、愛する家族、そして健康までも無くしてし

まいます。そこに三人の友人が現れ、次々と彼の身に起きた災いについて聞き、慰め、論争を交わすう

ちにヨブは神を呪い、人を呪い、自分の義を主張する私達人間本来の姿に変貌していきます。しかし、

その後、彼は神との対話により「望み得ないのに望みつつ信じる」者とされ、神の義を求めて受け入れ

ます。神はヨブの災いを取り去り、以前にもまして祝福されたのです。 

今年も大好きな書が楽しめますように。 

 グループホームあいわでついたお餅で

作ったお雑煮やおいしいおせちを召し上が

り、9人全員が元気に新年を迎えることがで

きました。 

 今年も健康第一で笑顔いっぱいの一年に

なりますように。   (野々山 いづみ) 

きっと良い年になりますね。 



ボランティアさんの 

温かい志で 

支えられています 

 こんにちは、フェアートレード風の子です。 

 私たちは、フェアートレード(公正貿易)という

仕組みをたくさんの人に知っていただきたい

と思い、20年程前からイベント等に参加する

と共に、日進市にぎわい交流館にて昨年まで

10年間毎週水曜日に展示販売してきました。 

 南米エクアド

ルに伝わる『山

火事を消すため

に一滴の水を嘴

で運んだハチド

リの物語』のよう

に、たった一杯

の珈琲から“持続可能な社会”を一緒に目指

しましょう。よろしくお願いします。 

愛実喫茶 

 三愛が始まってから2019年12月まで毎

週水曜日に「愛実喫茶」として三階を使

わせて頂きました。デイケアのメンバー

たちが大勢で伺ったり、私の還暦のお祝

いの会場、アシスタントの結婚式の会場

としても利用させていただきました。最近まで前沢まき代さ

んと青本さん親子が店番をしてくださり、利用される方々と

親しく過ごされました。あの場所からの景色に癒され続けて

いました。感謝で一杯です。島 しづ子（愛実の会理事長）                                          

昨年12月25日 多くの方に愛され親しまれた「愛実喫茶」が最終日でした 

 長い間、毎週水曜日¨居心地の良い場所¨として多くの方を温かく迎えてくださいました。心を込めて

作ってくださったコーヒーやケーキ、レモンバーム水は心身ともに癒され、味わい深いものでした。何より

愛実の会の皆さんの素敵な笑顔や優しいお人柄に心から感謝の気持ちでいっぱいです。                                           

そして、引き続き、1月8日、ニューフェース「フェアートレード風の子喫茶」がオープンしました！             

昨年11月22日 地域貢献推進活動 

   「秋の音楽会とおしゃべり会」を開催 

 日進市東部地区にお住まいの方や当施設で活動してくだ

さっているボランティアの方に多数ご参加いただきました。 

 第1部の「グループオルゴール」さんのハーモニカ演奏で

は、温かい心のこもった音色をご堪能いただき、伴奏に合わ

せて歌う楽しさも味わっていただきました。第2部は、3階喫

茶で愛実の会さんのお力添えでお茶と手作りケーキを召し

上っがていただき、和やかな雰囲気で交流会が行われました。 

 参加者の皆様のアンケートでは、「地域の触れ合いを大切

にした企画、素敵です！」「地域貢献推進活動として有形無

形で地域に更に波及するよう協力したい。」等、温かいご感

想をいただきました。 

 参加者の皆様、ご協力いただきました多くの方々に心より

感謝申し上げます。       (地域貢献推進委員会) 

有機栽培のコーヒーやセイロ紅茶

等々フェアートレードの商品 

名曲の数々、素晴らしい演奏をありがとうございました。 

1月7日  

愛知三愛福祉会ボランティアグループ      

  ボランティア部門で感謝状受賞  

 「令和2年新春祝賀式」が市民会館で開

催され、地方自治や社会福祉、防災等、各

分野での市政功労者と並び、私たちボラン

ティアグルー

プもその働き

を称えられま

した。 

 ボランティ

アの皆様のお

一人おひとり

の高い志と温かい思いの積み重ね、日々の

ご尽力の賜物と深く感謝いたします。 

 (ボランティアコーディネーター加納 雅子) 



三愛後援会報告 2019 年 11 月 4 日、設立 16 周年記念感謝礼拝後に後援会総会が開かれ、下記のとおり 

第 15 期（2018 年 10 月 1 日～2019 年 9 月 30 日）の収支決算報告及び第 16 期予算が承認されました。 

多くの方々のご協力により、第 15 期は、特殊機能付き車イス、センサーマット、痰吸引器、あいわ用 AED

などの備品寄贈、又現場職員の日頃の労苦へ後援会から感謝の気持ちとして職員互助会の食事会一部補助な

どもすることが出来ました。第 16 期は、グループホームあいわ用の軽自動車の購入を目標に活動を始めて

おります。第 15 期（前期）に年会費・寄付金などご協力いただいた方々のお名前のみ感謝を持ってご報告

させて頂きます。今後ともどうぞよろしくご協力ご支援いただきますようお願い申し上げます。 

・法人へ直接ご寄付頂いた方々の氏名は、2020 年 3 月の法人決算後の三愛だより誌上に掲載されます。 

第 15 期 収  入 の 部 第 15 期 支 出 の 部 

科目 予算 決算 科目 備考 予算 決算 

前期繰越 ¥323,557  ¥323,557  通信費 三愛だより送料 ¥35,000 ¥17,926 

個人年会費 ¥400,000  ¥393,000 支払手数料 振込料負担分 ¥12,000 ¥10,242 

法人年会費 ¥60,000  ¥40,000 雑費 宛名ラベル等 ¥10,000 ¥1,682 

寄付金収入 ¥500,000  ¥408,000 寄付金支出 法人へ寄付・寄贈 ¥1,000,000 ¥756,492 

      次期繰越   ¥226,557 ¥378,215 

合計 ¥1,283,557  ¥1,164,557 合計   ¥1,283,557 ¥1,164,557 

浅井 なるみ 上田 矩子 櫻井 のり子 中條 春雄 服部 基一 松岡 宇多子 

浅井 淑子 榎本 久美江 柴川 理一郎 土屋 威一郎 長谷川 高子 水野 正雄 

青木 芳明 大澄 京子 下村 徹嗣 土屋 美恵子 長谷川 勝彦 水野 洋子 

青山 耕三 尾関 明 下村 一枝 寺前 武 濱口 勇 宮之原 光枝 

青山 廣美 尾関 静枝 杉村 誓一 戸田 安士 濱 俊彦 三澤 克己 

赤塚 恵子 尾崎 清明 鈴木 かおり 豊田 江美 林 ちず子 村田 敏郎 

赤川 千恵子 尾崎 智子 鈴木 啓 富澤 孝 坂野 進康 森田 晧三 

荒田 二郎 大平 綾子 鈴木 雅史 富澤 尚美 日丸 万里子 森岡 いつ子 

今頭 昌子 大野木 英子 鈴木 美代子 土井 孝子 日高 正博 森下 ユリカ 

糸柳 尚子 大畑 美和子 鈴木 克代 永井 武重 平山 和雄 吉岡 郁夫 

飯田 要子 尾崎 恵子 鈴木 卓也 中野 清 福岡 勉 吉田 郁子 

伊藤 まり子 小木曽 洋司 鈴木 恵子 中村 仁 藤岡 克樹 安井 志乃 

岩本 和則 神田 輝夫 瀬尾 達也 中村 節子 堀江 桂子 山中 隆生 

岩本 ひかり 加藤 光金 曽我 嘉代 中村 のゆり 星野 昭治 山中 恵美 

池田 曠 加藤 勝代 高橋 睦子 仲市 とめの 細江 均 横井 典昭 

池田 満恵 川崎 俊夫 高橋 寛子 西澤 加代 本田 健二 渡辺 均 

池田 信一 桑原 道代 田口 良平 西村 穣 町田 玲子 渡辺 めぐみ 

池田 まり 近藤 暁子 武田 廣見 西村 通 前田 耕作  

石川 明博 小林 成隆 武田 利子 西岡 フミ子 前田 栄子 コスモス特許事務所 

伊藤 京子 小林 宏 田中 泰子 二宮 雅信 前田 俊司 金城学院みどり野会 

家村 千里子 小林 せき子 田中 淑恵 野々山 郁 松井 浩吉 十字ヶ丘復活苑 

猪村 正彦 小林 タマ 高須 久子 野口 稔子 松浦 英美 南山教会 

石黒 武彦 櫻井 孝昌 武田 ふみ江 早川 雅之 牧野 よ志ゑ 台湾キリスト教団 



氏名 岩出 知佳 

所属 特別養護老人                      

  ホームのぞみB 

業務 介護  

好きな事 ヨガ 家
族旅行 カフェ、パ
ン屋、ケーキ屋、雑
貨屋へ行くこと。 

 毎日の小さな気付きや楽しみを大切に、
お一人おひとりの生活に寄り添えるよう頑
張りたいと思います。 

氏名 堀本 朝世 

所属 事務所 

業務クリーンスタッフ  

氏名 余越
よこし

 鶴雄 

所属 事務所 

業務 宿直  

趣味 釣りと卓球 

 12月1日から非常
勤職員として働くこ
とになりました。故

郷は広島で現在は刈谷市に家内と二人で住
んでいます。今は引退していますが、40
年間建設機械の企画設計に携わっていまし
た。南山教会所属、宜しくお願いします。 

 この言葉はノートルダム清心学園理事長渡邉和子さんが大切にしてい

らっしゃたマザーテレサさんの言葉です。住人さんが一筆一筆、丁寧

に筆を運び、味わい深い作品になりました。この時の書き上げていく

真剣なお姿を心に留め、小さなことに愛を込めていきたいものです。 

                           (M・K)      

編集後記 

ビタミンC 

みかん・キウイ・いちご等に多く含

まれ、免疫力を高める効果がありま

す。冬野菜では白菜や小松菜など。

ほうれん草は冬場の方が含

有量が多くなります。た

だ、熱に弱く水に溶けやす

いため、調理する際の損失

が大きいビタミンでもあります。 

身体を温める食材 

ねぎ、にんにく、生姜、玉ねぎな

ど。体温が上がることで免疫力アッ

プにつながります。 

発酵食品 

味噌・納豆・キムチ・ヨーグル

ト・チーズなど。腸内善玉菌を

増やし、腸内環境を整えてくれます。 

          

 

あたらしい

仲間 

「お一人おひとりに合った 

支援者になりたいです。」 

 

    介護作業をサポート “マッスルスーツ”をBユニットで試着！ 

  有用性があれば、他のユニットでも使用する予定です。 
 

トイレ誘導の

時に有効！ 

同じ作業が続く

時に効果的！ 

氏名 有馬 正枝 

所属 グループホームあいわ 

業務 介護  

趣味 ヨガ、ランチめぐり 

 長い間、母親の介護をしていました。昨年
11月にのぞみに入所することができてとて
も感謝しています。介護の仕事は大変だと思
い、私にもお手伝いできることがあればと今
回グループホームあいわでお世話になりま
す。まだ何もわかりませんが、日々勉強して
住人さんに寄り添いながら頑張っていきたい
と思いますのでよろしくお願いします。 

 移乗や入浴・排泄の介助、体位交換等

の場面で活躍！装着することで、人や物

を抱え上げたり、中腰姿勢を続けたりす

る際の動作を補助し、介護時の身体を守

ります。空気圧式の“人工筋肉”を使用

しており、電力を用いずに、幅広い場面

で、安全かつ簡単に使用することができ

ます。 

食の 

  知恵 

好きな事 テニス・
10年前、バイクの
大型免許を取得、友
だちとツーリングを
楽しんでいます。 

 1月からお世話になることになりました。
利用される皆様に気持ち良く過ごしていた
だけるよう、心掛けて仕事していきたいで
す。どうぞよろしくお願いいたします。 

風邪予防 


