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日本聖書協会発行『アートバイブル』
より

ヨハネによる福音書１３章

◆イエス弟子の足を洗う

１３章 ８節 ペトロが、
「わたしの足など、決して洗わないでください」と言うと、
イエスは、
「もしわたしがあなたを洗わないなら 、あなたはわたしと
何のかかわりもないことになる」と答えられた。
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神戸聖隷福祉事業団のこれからの「共生」
神戸聖隷福祉事業団は1976年創業時

挑戦をトモに

トモに生きる

【和生園】

から「おらが街の福祉施設」を目指し、

施設紹介シリーズ9

Challenge-everything
何事にも挑戦

地域住民との交流を積極的に進め、地
域ニーズに応えて、兵庫県北部の但馬

さくらの苑は1988年３月に旧和田山町から委託を受け開設をしました。下の写真にもあるよう

地域で「肢体・視覚・聴覚」の３障が

昨年は喫茶の業務から離れて県民

に桜に囲まれた、通所介護・予防通所介護の定員24名のデイサービスです。 サービス内容は主に

いの方々が共に働く場所を提供する入

局で事務の仕事をさせて頂いたり

入浴、昼食、日中活動（余暇活動）、機能維持の為の運動を提供しています。地域の方に利用して

所型授産施設を開設し続いて、兵庫県内で最初の重度障がい者

と、 い ろ い ろ な こ と を 経 験 し ま し

生活支援の療護施設、朝来郡内で初の高齢者デイサービス、南

た。そのような経験を積んできたこ

但馬地区で最初の特別養護老人ホームと但馬地域で初の認知症

とで、さらに上を目指したいという

高齢者グループホームと次々と開設し、また、地域の高齢者・

思いが強まり、今回リベンジするこ

障がい児・者の相談事業と近隣市委託で児童福祉ニーズに応え
る障がい児支援事業を但馬地区で行っています。
神戸市では知的障がい者の社会参加を目指して、通所支援施
設を核に複数の分場や企業内作業所を運営し就労訓練による一
般企業就労支援と職場定着支援を県並び市からの委託事業で
行っています。更に、数か所のグループホームやケアホームで

いただき、地域の方に満足していただけるサービスを目指しています。さくらの苑ならではのボ

『あさご要約筆記サークル』

ランティアの皆さんを紹介します。

歌・クイズ

とができたのだと思います。
この大会に出場して、私自身「何
事にも挑戦する」ということが大事
だと教わりました。

いつもたくさんの歌やおどり、クイズをしてくださるボラン
ティアさんです。利用者も職員も楽しい時間を過ごさせて頂い
ています。

ダブル受賞 ! !

金メダルを獲るという目標が叶い、次は全国大会という大き
な目標が出来ました。
全国大会という大きな舞台に立って競技ができることを楽し

生活支援や地域の障がい者の社会参加を積極的に支援していま

みにしながら、それに向けて日々練習を頑張って行きたいと思

す。また、複数の相談事業を神戸市から指定管理事業を受託し、

います。

和生園

柿本様

『おとめの会』

ハンドマッサージ

在宅の障がい者や高齢者の支援として成年後見制度の普及に努

『あっぷるみんと』

紙芝居etc

めるなど地域貢献事業にも積極的に取り組んでいます。キリス
ト教理を法人の基本理念とし「隣人愛」の実践を目指し、支援
する側と支援される側がお互いに人格を尊重して、利用者と家
族から多大な信頼を頂いています。これからも、法人基本理念
の実践を通じて、地域の福祉ニーズに前向きに取り組み地域住
民との共生を目指します。

定期的にハンドマッサージとネイル、化粧をして頂いて、リフレッシュできるので感謝しています。

普段見ることが少なくなった紙芝居を見せて頂きました。

周知の通り、わが国の急激な人口の高齢化は障がいの有無に
関わらず全ての市民にとって大きな問題となっています。施設
長時間の戦い ! ! 私は左奥です。

や事業所の福祉サービス提供については、人的にも財政的にも
限界があり、地域の住民が相互に支援し合う共生社会が求めら

ピック喫茶部門において

などを利用し、地域の小規模通所事業所やNPO法人と共に“ミ

惜しくも銀メダルだった

ニデイ”や“活き活きサロン”などを活用していくことが考え

柿本さん。
昨年8月からは知的障

られます。
住み慣れた地域で出来る限り長く生活が出来る支援を行い、
介護が必要になった障がい者や高齢者には入所型施設や医療機
関が受け皿となって支援をするなど、地域の小規模介助事業所
と入所型施設や医療機関が連携して受け皿づくりをすることが
在宅福祉推進の基礎となると思われます。
神戸聖隷福祉事業団は、「地域住民の支援グループ、小規模介
助事業所、入所型福祉施設、医療機関、行政機関」と連携し、
住民が住み慣れた地域で老後の生活が安心してできるシステム
を構築することが、当法人の掲げる「共生」の実践になると考

害者率先雇用事業を利用

ベル（８の字道具）を手に持ち、音楽に合わせて身体を
動かすには最高の運動です。

し但馬県民局で就労する
傍ら、施設外就労として

茶業務にも取り組むなど、リベンジに向けて努力されてきた。
あれから1年。

理事長

越智

靖

竹田城の雪も暖かい春の陽気で雪が解け、ふきのとうや土筆が芽を出し、桜の花のつぼみが大きく膨らみいよいよ春が訪れ、
さくらの苑は26回目の春を迎えようとしています。

今回は「喫茶部門」のみならず、新たな挑戦として「オフィ

さくらの苑の開苑当初は地区の老人会の方を対象にご利用して頂いていましたが、2000年より介護保険制度が施行されて以

スアシスタント」部門にも参加。なんと両部門とも金メダル受

降、対象ご利用者が介護保険証を受給された方が対象となりましたが、さくらの苑では「本人の気持ち、地域の想いを大切に」

賞という快挙を成し遂げられた。

を開苑以来施設の理念として持ち続けてサービスを提供してきました。現在のご利用者のニーズは年々変化しているのが現状で

ご本人曰く、「なんでもチャレンジしてみることの大切さがわ

す。アンケートや日々のご利用者、ご家族の声を聞いていると、日中活動では身体機能維持や生活活動動作維持、認知症予防と
いった日常生活を維持できる要素も含んだ支援のニーズや個別サービス充実のニーズの割合が高くなっています。入浴ではゆっくり安心安全に入浴

私自身、彼女から大きなものを学ばせて頂いた。
神戸聖隷福祉事業団

ハーモニカの演奏に合わせて懐かしい歌を歌い、童心にかえり楽しむ事ができました。

いつもの調子で…

「あったかプラザ」の喫

かりました。」

えております

2 洗足 Vol.8

ハーモニカ

2012年 秋、 ア ビ リ ン

年寄りのお世話をし、介護場所も自宅や地域の空き家、公民館

社会福祉法人

『たんぽぽ』

新たな挑戦

れています。
今後、人的には近隣の比較的元気な中・高齢者が要介助のお

『３B体操』

がしたいとのニードに合わせた業務改善を行い、入浴時間を多くとり、見守りやご利用者一人に関われる時間を多くし、サービスの質の向上に取り
組んできましたが、残された課題も多くあり改善に向けて取り組んでいます。今後さくらの苑では「本人の気持ち、地域の想いを大切に」を忘れず、

和生園

担当指導員

稲津主任

ご利用者が笑顔で過ごせるようにニーズに合ったサービスが提供できるようにします。
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トモに生きる
施設紹介シリーズ10

4月

11月

私は食欲の秋が好きやあ。

桜が満開の中、
花見会が行われてます。

5月

お花もきれいです、
食事もおいいしいわ。

特別養護老人ホーム“平生園”
特別養護老人ホ－ム平生園は、長年の夢であった建設すべく土地を入手して、1990年7月着工し、
翌年（1991年）11月11日オ－プンすることとなりました。
家族・利用者、職員による家族旅行。車椅子の方も登った竹田城登山。平生園の屋上を利用しての納
涼大会開催など多くのボランテイアの皆様の協力のもと利用者様や地域の方をお招きして大盛況のもと
に開催できたことでした。地域福祉の核として立派に成長するためにも地域の方やボランテイアの皆様
にはご支援ご協力をいただき平生園もおかげをもちまして20年を迎えることができました。
福祉施設も運営から経営へと移り変わるなかで忘れてはならない、当法人の基本理念「隣人愛－自分
を大切にする様に周りの人も大切にする」と常に笑顔で楽しい会話の絶えない生活が出来る施設を目標
に頑張っていきます。

藤棚の下で
「はい！チ－ズ。」

外は気持ちがいいです。

「おおきいなあ。」

8月

「久しぶりの花火は、
きれいやなあ。」

外出支援でダム湖散策
夏祭りの屋台です

「ヨ－ヨ－いただきました。」

100歳おめでとうございます

高校生の皆さまからお花をいただきました

菖蒲の花です

竹田の寺町通り散策

クリスマス礼拝、
祝会を開催

すいか割りです、
「エイ！」

長生きサンバ！で
おめでとうございます。

10月

7月



竹田の
秋祭り

ボ－ルと私どっちが、
大きいかな。「行くでェ。」

ボランテイアの方と
いっしょにお菓子作りです。
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「紅頑張れ！」「白頑張れ！」

美味しいお好み焼き作ります

家族でMerry Christmas！

ボランテイアの方といっしょに大きな声で
「1, 2, 3」歌ありゲ－ムで楽しんでいます。

にぎり寿司バ
イキング 「美
味しいにぎり
寿司でした。」

米寿のお祝い
です。

100歳の
お祝いおめでとうございます。

運動会で
大ハッスル！

みんなでクリスマスおめでとう！

メリ－クリスマス。

トランプゲ－ム
「たくさん取り
たいな。」

皆さんいつまでも
お元気でいてください。

「芸術の秋もいいなあ。」

12月

花火きれいですね。

6月

祝！いろいろ会

これが今、話題となっている『天空の城・竹田城跡』です

1月/2月

「鬼は外。」「福は内」

「皆さまからいただく元気」
特別養護老人ホ－ム

平生園

施設長

掃部久美代

「おはようございます。」と、朝の挨拶から、私の一日が始まります。
挨拶の声や笑顔で答えてくださる方など私も元気がでます。私の声の大きさになれました
か？私の笑い声に驚いていませんか？と問いかけする間もなく、私が平生園にお世話になり1
年が経ちました。この１年考えさせていただくことは、本当にたくさんありました。やはり利
用者のみなさんに「いい日1日」を過ごしていただきたい。少しでも満たされたと感じられる
ような日々をどう過ごされていかれるのか。日々、自分らしい生活を送っていただきたいたの
が私の思いでもあります。利用者さまが過ごしやすいようにご本人の意見を聞かせていただき
ながら、私たちが、今できることは、何か。体を動かすことができなくても一緒に体を動かす
ことなど共に生きることの喜びをわかちあうことを思っております。安心、安全、快適な生活をお過ごし頂ける環境
と笑顔いっぱいでとにかく居心地の良い老人ホ－ムを提供させていただきたいです。
「ありがとう。」「忙しいのにごめんね。」と感謝の言葉もいただきます。利用者さまは、私たちの人生の先輩なので
お話しさせていただくととても勉強になることばかりで感謝です。
その教えを頂きながら、利用者の皆さまお一人おひとりに多くの喜びと幸せを感じていただける「介護」の提供に
努力していき、地域と共に歩み、地域に生きる施設を目指します。
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地域とトモに
【神戸愛生園】
短期入所（ショートスティ）増床のご報告
神戸愛生園にて、短期入所の窓口を担当させていただいております。
この数年、短期入所をご希望する方や、そのご家族からのお問い合わ
せやご相談は増しており、後を絶たないと言ってよい程です。ご家族
のレスパイトや急なご家族の体調不良、将来の生活を見越しての準備、
入所を見据えてのご希望など、その背景は様々です。
神戸愛生園では、定員数3名で、受
け入れを行ってまいりましたが、ご
希望に添えない、あるいは、全くお
力になれないことも少なくなく、こ
の数年、胸を痛めておりました。ま
た、神戸市全体を見ても、とりわけ、
心身に重度の障害を抱える方が利用
できる事業所が少ないことも課題で
した。
神戸愛生園として、出来ることは何かを考え、昨年度より増床計画
を進めてまいりました。今年2月に、ようやく、2床の増床工事を終え
ました。わずか2床ではありますが、相次ぐ、ご希望に少しでもお応え
することができればと、心熱くして
おります。
夜間は看護師が不在の体制である
ため、対応可能な医療行為には制限
がありますが、介護職員による吸引
等の研修受講も進めております。ま
ずは、神戸愛生園、ショートスティ
係までご相談ください。
神戸愛生園 生活支援課主任 折田寿代

地域とトモに
【すま障害者地域生活支援センター】
神戸聖隷の新たな役割として
2014年度より、すま障害者地域生活支援センターを社会福祉法人須
磨区社会福祉協議会より引継ぎ、当法人が受託させて頂くことになり
ました。我々が地域でその使命を果たしていく為には、まずはそのニー
ズを正確に理解し把握することが大切と考え、法人第2期中期計画にお
いて相談支援事業の積極的展開を謳って参りました。当法人神戸地区
の事業のスタート地であり、また現在本部が所在する「すま」において、
この度その機会が与えられ、新たな役割を担わせて頂けることに素直
に嬉しく思うのと共に、身が引き締まる思いであります。須磨区社会
福祉協議会が築いてこられた、相談者、そしてその家族、関係機関か
らの厚い信頼を丁寧に引継ぎ、当法人に移行して下さった貴重な人財
であるスタッフと共に丁寧にその役割を果たして参りたいと思いま
す。どうか、ご支援、ご指導のほど何卒よろしくお願い申し上げます。
愛生園施設長 村山盛光

神戸市営地下鉄西神山手線名谷駅徒歩５分
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地域とトモに
「地域に根差した積極的な地域との交流」第2弾
お城フェスタin朝来に協賛！
全国お城フェスタin朝来に協賛させて頂きました。
今や、雲海に浮かぶ「天空の城」として大ブームになっている竹田
城跡のイベントに、地元の私たちが協力させていただかなければなら
ないと強い思いを前面に打ち出し、実行いたしました。当日は、生憎
の雨でしたが、他府県や近隣地域の絶品料理店舗に並び、竹田駅前に
臨時店舗とあったかプラザの2店舗で、うどん、ぜんざい、焼き芋を
100円均一の赤字覚悟で販売し、527食全て完売いたしました。地域の
みなさまに喜んでいただきました。また、あったかプラザ内では、各
施設で交流の深い和田山高等学校の茶道部による野点を披露頂きまし
た。生徒の皆さんは、学校以外の場で野点を行うのは初の試みでもあ
り、大変緊張されていましたが、来店者より「おいしい」
「頑張ってね」
などと声をかけられ、生徒の皆さんと地
域の方々との交流の場も提供できたと思
います。
高齢者の居宅支援事業所としても、更に
地域に根差した事業展開をする為に、街頭
で事業のPRを行い、身近に感じて頂ける
ように努めました。
駅前テントで販売中
今後も、但馬地区それぞれの事業所が
集まり、一体となって積極的に地域に出
て、地域に根差した活動を展開していき
たいと思います。

感動をトモに
【神戸光生園】
「自由に表現」
絵を描くひと、文字を描くひと、音を聴きそれを絵で表現するひと、
そして、木を削るひと、匂いを嗅ぐ人、塗るひと、貼るひと、こねる
ひと、くっつけるひとetc…。利用者の皆さんと一緒に、いろいろな体
験をしながら「自由に表現」することを模索しています。
友人達や職員と交流をする中で創造することを楽しみ、出来上がっ
た作品を展覧会などに出展し、多くの人達とのコミュニケーションを
図る、地域社会と「つながる」ことも目指しています。
自ら編み出した、独自の技法で描かれた作品、書かれた作品、日々
進化していく作品、音が刻み込まれた作品、日常を詠う作品、叫ぶ作品、
長い期間をかけて作り続ける作品など、どれも感動を憶え、衝撃を与
える「生（なま）の芸術」と言えるものばかりです。
是非とも多くの方々にご覧いただけますことを作家並びに支援者一
同、心より願っております。
神戸光生園 生活支援員 山崎

鈴木直樹
マシュマロ

見事なお点前でした

お買い上げありがとうございます！

感謝とトモに
【ひょうご高齢者デイサービスセンター】
いつもお支え下さり
本当にありがとうございました
神戸市立中部在宅障害者福祉センター開設時より、兵庫区をはじめ
近隣地域の在宅高齢者にご利用していただいてまいりました「ひょう
ご高齢者デイサービスセンター」が、今年度末をもちまして18年間の
歴史に幕を下ろすことになりました。神戸聖隷福祉事業団が、神戸市
の指定管理者として当事業所の経営を続けてきましたが、近年の介護・
福祉業界を取り巻く状況の変化による神戸市の判断、今後の方針によ
り、残念ながら事業終了（閉鎖）という結論に至った次第です。
これまで、人生の大先輩方との数多くの出会いと別れを通し、また、
利用者の皆様とご一緒に過ごさせていただいた日々の中で、人生にお
けるいろんな大切なことを教えていただきました。毎日毎日が、私た
ちにとってかけがえのない楽しい日々でした。心より感謝を申し上げ
ます。
また、長きにわたり当事業所とお付き合いいただいた利用者ご家族
の皆様、居宅介護支援事業所をはじめ関係事業所の皆様、地域の皆様、
行政の方々、これまで何かとお世話になり、ご迷惑もおかけしました
が、いつもお支え下さり本当にありがとうございました。
高齢者デイサービス閉鎖後のスペースは、障害者福祉サービスに転換
される予定です。
今後も、地域に無くてはならな
い存在、地域に愛される事業所を
目指し、地域福祉の拠点となるよ
うに取り組んでいく所存です。関
係者の皆様、引き続きご指導ご鞭
撻のほどよろしく申し上げます。
施設長 谷 秀親

この作品展は、利用者さんの活
動を展示し日々の生きがいにつな
げたい、社会とのつながりを作り
たい、そういった思いから2010年
度から始まり、これまでに4回開催
されました。
今年度は、三宮で30点を超える
作品展示と、日中活動で製作した
神戸明生園オリジナルグッズの販
多くの来場者に感謝
売を行いました。また、今回は新
たに芸術・芸能活動での共同制作の試みとして、外部からゲストをお
招きし、落語や電車アナウンスなどを披露して頂きました。
利用者も作品作りだけでなく、販売物品作りや来場者への接客、街
頭でのビラ配り、作品展見学などの場面で参加され、生き生きとした
表情を見せてくれています。
今から次の作品展に目が離せません。
神戸明生園 生活支援員 生田

平野智之
ヒーロー
原田和明
「つきなぼうや」より

後藤慎一郎
家族の風景#4
移動販売は目立ってナンボ！

感動をトモに
【神戸明生園】
あ～ら、どうも。－神戸明生園作品展－
（神戸ビエンナーレ）

島袋敬明

樹

障害者アートのコラボ

自分の作品に大満足

シリーズ
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神戸聖隷における成年後見制度の活用シリーズ5
～成年後見制度が普及しない理由～
神戸聖隷福祉事業団

参与

田口

博彦

全国各地、自然災害に見舞われるなかで「絆」と言う言葉が日本中にあふれました。人と人の心をつなぐ絆が強くなってきたことを感じるなかで、見直されて
きたのが家族の絆です。
かって、80％台を占めていたご家族による成年後見人が現在では50％台を割ってきています。三世帯同居が少なくなり、夫婦を中心とした核家族になったため
に、成年後見人になってご本人を見守ってあげる余裕が、なくなっていることをこの数字は示しているとも言えます。
しかし、ご家族の成年後見人が減少した要因は、ご本人の日常生活を支えていくのに敢えて成年後見人にならなくても、無効な契約が罷り通るので、特に不都
合が生じていないことにあります。法治国家として放置できない由々しき問題ですが……。
ご本人が、遺産相続とか訴訟などで、どうしても成年後見人を必要とする事態に直面したときに弁護士や司法書士等の専門家の助力を得る必要があって選任す
る結果、第三者成年後見人の占める割合が増えてきたと見ることも出来ます。
年が明けた１月13日（月）日本経済新聞の一面に金融機関が、一人暮らしの高齢者（500万人）や認知症の方（280万人）に対し、窓口支援サービスに取り組む
という記事が掲載されました。判断能力が不自由になったために、日常的に金銭管理が出来ないで国庫に没収された預金などが375億円/12年度にのぼったと聞く
と、金融機関のこうした取り組みは遅きに失した感じがします。
何故なら、かなり以前から本人確認が出来ない認知症と思われる顧客や重度の知的障害者の預金を巡ってトラブルが多発し、どう対応するかが金融関係者の間
では問題とされていたからです。認知症と思われる顧客や重度の知的障害者の財産を守るためには成年後見制度を活用するしかありません。しかも、その成年後
見人は財産管理だけではなく身上監護（みまもり）も含めた全人的な関わりを必要とします。
まさに、その全人的なかかわりこそが成年後見制度の主要なテーマであって、このことを避けていては、認知症と思われる顧客や重度知的障害者の顧客の財産
及び権利を守れないということになります。
実際のところ、認知症や重度知的障害者のご家族は、認知症や知的障害の特性を良く理解した方に成年後見人になって頂き、身上監護（みまもり）をして貰い
たいと望んでいるのに、家庭裁判所は財産及び金銭管理を中心とした第三者を成年後見人に選任する傾向があるため、ご家族は成年後見人選任の申立てをため
らっているのが実情です。本来、財産及び金銭管理は日常生活を営むための手段であって、むしろ身上監護こそが優先されるべきな
のに実際には財産管理・金銭管理が優先し、主客転倒していることが成年後見制度の普及を阻んでいる大きな要因だと言えます。
こうしたミスマッチをなくすためには、第三者後見人が不得手とする身上監護については、利用者と一緒に生活をされているご家
族が成年後見人になり、財産管理・金銭管理は専門家である第三者成年後見人が担い、複数の後見人がそれぞれ持ち味を活かしてあっ
て認知症と思われる方や重度の知的障害者を支えていくのがご利用者にとって一番良いのではないでしょうか。
神戸聖隷福祉事業団は創立後39年目を迎えます。当時20代だった息子や娘も今や50代、当然のことながら親も70代～80代の方が増
えてきております。「息子や娘がいつまでも安心して暮らせるようにしておきたい」と願う親の気持ちに寄り添い、ご利用者に安心し
て充実した生活を送っていただけるよう、成年後見人の選任支援に取り組んでいます。

Vol.8 洗足 7

折尾牧師メッセージ

馬の年より驢馬（ろば）
の年へ

日本キリスト教団神戸丸山教会

牧師

折尾

嘉子

「あなた方の中で偉くなりたい者は、皆に仕える者になり、一番上になりたい人は、
マタイによる福音書20章：25節
すべての人の僕になりなさい。」
今年の干支は「午、馬」ですね。聖書の中には数多く馬が出てきますが、古代近東諸国と同様、農耕のためにはほとんど用いら
れず、軍馬や戦車をひかせるための馬、戦いのための道具として用いられていました。聖書の民イスラエルが初めて接した馬は、
あのエジプトで奴隷の民として苦役していた時代、自分たちを苦しめるファラオの軍隊の軍馬、そしてさらには、その奴隷の地エ
ジプトを、モーセに率いられて脱出した時、彼らはそのエジプト軍の軍馬や戦車に追われました。ですから馬はいつでもイスラエ
ルの民を苦しめる権力者、圧制者のシンボルでした。従って同時にイスラエルでは馬は異教的なもの、イスラエルの神に敵対する
不信仰な存在として表されています。（イザヤ31：１−３、申命記17：16、詩篇20：８、詩篇147：10）。一方、同じ馬の仲間
ろ ば

ろ ば

でも、驢馬に対する聖書の見方は、大分これと異なります。驢馬は当時の人々の生活に欠かすことの出来ない大切な家畜でした。
鈍間ですが、温和で辛抱強く、重い荷物をどこまでも背に乗せて運びます。
当時社会は混乱し、次々と戦争が起り、人々は苦しんでいました。そこでゼカリアはやがて武力や軍馬ではなく、平和をもたら
ろ ば

す方が、驢馬に乗って現れると預言したのです（ゼカリア９：９−10）。つまり、来るべきメシア、新しい王は武力や戦力ではな
ろ ば

く、へりくだって、柔和で、人々に仕える者としてお出でになる、そして軍馬でなく、その象徴である驢馬に乗ってお出でになる
のだという預言です。やがてこれは、あのイエス様によって実現します。新約聖書に書かれているように、イエス様は十字架と復
ろ ば

活の使命を果たされるために、驢馬の背に乗って、エルサレムに入城されました。それは諸国の王のように、力ずくで国を治める
ろ ば

のでなく、むしろ柔和な驢馬のように人々に仕えるものとして、平和をもたらそうとするのだということをイエス様ご自身の行動
によって弟子たちに告げられたのです。
今年は馬の年でありますけれども、サラブレットのような駿馬や猛々しい競走馬ではなく、鈍間であっても温和で人々のために
ろ ば

重荷を負って仕え、忍耐強く歩み続ける「驢馬」の年にしたいものです。
以上

︵敬称略・順不同︶

皆様のご支援に感謝申し上げます︒

成己

家庭倫理の会神戸市北須磨支部

米田

敏彦

広島市安佐南区民生委員児童委員協議会

譲治

加輪上

広島市長束西民生委員児童委員協議会

相澤

幸司

喜久子

桑原

森定

安津子

正大

健一

岡田

恵美子

石上

山形

節子

小島

康啓

貴美

大谷

洋一郎

田島

正雄

上垣

金附

和子

藤井

勝太郎

小西

和泉

北須磨団地自治会会長西内

野口

正雄

雄二

福田

勝敏

水野

誠

伊藤

多果子

書川

稔

美濃部

杉本

きよ子

茂子

西垣

重光

正喜

洋

みゆき

安井

岩崎

太田

礼奈

弘

朱美

森山

米満

中

難波 博

日本基督教団 彦根教会

孝宏

紘正

田治米

石原

馬場健志税理士事務所

神戸聖隷に
ご寄付をいただきました︒

９

月

月

10

月

１月

２月
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8
あったかプラザから暖かいお知らせです。
あったかプラザ と 茶房やっさを旅雑誌（じゃらん・まっぷる・ジパ
ング倶楽部・ひととき）やCO･OPステーションで掲載して頂きました。

「あったかプラザ情報ブログ」やってます。
雑誌取材の様子などとにかく 毎日更新 をモットーにあったかプラザの
最新の情報と 天空の城で一躍有名になった和田山城跡 の最新の城況
をアップしています！

一度ご覧下さい！コメントもいただけるとうれしいです♪
PCからは

ブログURL http://blogs.yahoo.co.jp/atutakapuraza6742606/MYBLOG/yblog.html
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