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「じゃがいものおうち」通信 ＮＯ.６１２００９.６.２９

～障害者と共に生きる仲間たち～

ＮＰＯ法人「じゃがいものおうち」

〒891-4404 鹿児島県熊毛郡屋久島町尾之間136-6

Tel.Fax/0997-47-3588 E-mail/npo-jaga@po.minc.ne.jp

URL:http://www.minc.ne.jp/̃npo-jaga 代表 松田 正

【タンカンジュースにキャップシールを被せています】

おかげさまで一周年

小規模多機能準備室であれやこれやと協議をしたものの、いっこうに進めず立ち上がれず、

転びそうになりながらもようやくデイサービス(通所介護)事業所として立ち上がり、7月1日

で満一歳の誕生日を迎えます。

よろけながらの出発、危ういものがありましたが、皆さんの熱い思いと協力のおかげで、

今日に至っていますことをスタッフ共々お礼申し上げる次第です。今では利用者の方々にも

愛され、笑い声の絶えないところになってきました。

この５月の定例総会では、増築の案も出し認めていただいたことで、より一層充実した、

また地域になくてはならない「みんなのおうち」となれるよう、役員・スタッフ一同努力し

ていく所存です。

今後とも会員や地域の皆さんの変わらぬご支援ご協力をお願いいたします。 (松田)
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みんなのおうちコーナー

利用者さんの声
◆目が見えないために、なんといったらいいのか、人のことをうらやましい

と思うこともあり、家族もいないために寂しい思いで暮らしています。

週一回の利用ですが、「じゃがいものおうち」にも行ってコーヒーを飲んだ

り、散歩をしたり、行くのが楽しみです。

人と話すのが 好きなので、声をかけてもらえる機会が 増えたことも嬉

しいことです。 （日高ユキ子…聞き書、松田）

◆「みんなのおうち」が発足してからもうすぐ１年になります。段々利用者さんが

増え、軌道に乗って来ました。これからもよろしくお願いします。（楯水生輪）

スタッフの声
●恒例・風船バレー：この場のエネルギーが高い＋利用者の皆様のエネルギーが高い＝風船がいきなり割れち

ゃう現象、よく起りましたね。本当に皆様年齢を疑ってしまう。エネルギッシュ ……。パワー、炸裂して

いましたね。

●花がいつもいっぱいです。花好きな面々が、毎朝どこからか調達してくる花々にかこまれて仕事が出来る幸せ。

●大きな手作りテーブルと今どきの新品の冷蔵庫がやって来ました！美味しいレシピをこっそり教えて下さる

方々がいて、とても楽しみにしています。おいしいごはんの時間をみんなで分かち合いましょう！！

「みんなのおうちが」７月で一年を迎えることが出来ました。みなさまの暖かさを私達のまわりで支援して

下さる方々のおかげです。ありがとうございました。 (長瀬富美子）

アラスカから来られたボランティアのベティーさん 日課の散歩は楽しみなひととき。ほほえみが

日本語がとっても上手でした。（古居一夫さんと） 私達を癒してくれてます。

お便り紹介（私達の活動に感動したとのことで山口秋平、麻子ご夫妻よりお便りとご寄付を頂きまし
たので、一文を紹介します）

ＮＰＯ法人「じゃがいものおうち」の方々がスクラムを組んで取り組んでいらっ

しゃる事に吃驚すると共に、３月１１日に、あの、「谷川俊太郎さんがプライベート

な旅行とは云え、「みんなのおうち」に寄ってくれた事は、とても喜ばしい事だと

思いますし、屋久島でやっている事を谷川さんが違う場所で発信してくれたらと思

うと読んでいて幸せになりました。又、みなで協力してやっている事に感動しました。

↑松田生歩さん作
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行 事 報 告

◆２００９年度 総会報告

２００９年５月１７日（日）午後１時より、屋久

島町役場尾之間支所（町民ラウンジ）において、総

会が開催されました。

一般会員数６８名のところ出席者２２名、委任状

による書面提出者２４名、計４６名の方々が出席さ

れ､予定時間オーバーとなる程、熱心に議案の審議

が行われました。その結果、下記のすべての案件は

満場一致で承認され、新年度に向けた活動が本格的

にスタートしました。

記

第１号議案 ２００８年度活動報告

２００８年度会計報告

２００８年度会計監査報告

第２号議案 ２００９年度事業計画案

２００９年度予算案

第３号議案 定款の変更について

「主な質疑」

“ミニディサービス事業の収支について”“その

使い道と今後の展開”“スタッフの増員”等みんな

のおうちの関係について質疑が中心となりました

が、福祉交流事業に携わった関係者名、税金の問題、

改修時期、事務局充実の詳細計画、事業実施に優先

順位等々、多くの質疑が時間を超えて熱心に行われ

ました。

最後に、出席者の方全員から一言ずつコメントを

頂き、盛会裡のうちに今年度の総会は終了いたしま

した。遅くまでありがとうございました。

☆おおぼらかい
３月２４日（火）茶話会（１５名参加）

＊「健康問題の話し等」

４月２８日（火）茶話会（１６名参加）

＊「田中さんの自然農園＆塚田さんの

マンゴー園の話し等」

５月２６日（火）茶話会（１０名参加）

＊「ペットや植物＆身だしなみ等」

６月２３日（火）茶話会（１６名参加）

＊「戦争体験や憲法９条の話し等」

（毎月、それぞれの話題で大いに盛り上がりました。）

☆ウコン、ガジュツ植え付け
３月２７日に行いました。

次年度の製品用４a程植付けしました。

行事予定

☆安房小福祉交流会☆

今年も安房小学校６年生との福祉交流を行います。

「福祉を学ぶという活動を通して、優しい思いやり

の心をもって周りの人々に接していく気持ちを養

う」を目的に昨年と同様「じゃがいものおうち」の

行事に参加し、発達障害、聴覚障害、視覚障害など

障害を持った方達との交流を通じて福祉への理解を

深めていただければと思いいます。

１０月 じゃがいも植え付け作業参加

１１月 視覚障害の方のお話

１２月 聴覚障害の方のお話

２月 タンカンジュース作り参加

３月 じゃがいも収穫作業参加
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☆おおぼらかい 農園見学 【田中農園（原）＆塚田農園（安房）】

日 時：７月１４日（火）午前１０時～午後３時 （小雨決行）

集合場所：じゃがいものおうち

費 用：１００円（車で行きます）

申 込 先：じゃがいものおうち事務局まで（締切：７月１１日（土））

☆人形劇 チケット販売中

８月１日に人形劇団ひとみ座による「あやうしズッコケ探検隊」が上演されます。
「じゃがいものおうち」の仲間たちが直接準備作業や公演に向けて

のポスターを描いたり、当日受付案内などの仕事をしています。

上演場所： 屋久島離島総合開発センター（宮之浦）

販売場所：じゃがいものおうち、宮之浦・中峰写真館/サニーレ

コード、安房・泊書店、尾之間・アイショップはるやま

料 金：前 売り：１３００円 ペア割引券：２０００円

当日売り：各３００円増し

全席自由、４歳以上有料

☆尾之間温泉祭り出店 ８月１日（土）管理センター

準備作業 じゃがころの皮むき作業は、当日の午後１時より行います。

： いつもの様に、包丁・まな板を持参して下さい。

出店担当者は清潔な服装、三角巾又はスカーフとエプロンやはっぴを持参してください。

尚、出店準備は午後５時から始まります。

出店品目 じゃがころ、たんかんジュース、綿菓子、かき氷、お茶、他

：

◆人形劇と温泉祭りが同日開催ですので皆さんがとまどわないように計画、段取りを

しっかりと致します。協力者の割り振りを事前に通知いたしますのでご安心下さい

☆お楽しみ感謝祭
「じゃがいものおうち」はいろんな活動をしています、特に２月から５月にかけては農作

業、ジュース作り、総会準備と、それはそれはハードな日々を過ごして来ました。本当な

らば作業が終わったら飲み方するのが定番なのに次から次から迫ってくる作業に流されて

寂しい思いをしているのは私だけではないと思います。そこで今年はそんな気持ちをみん

なひっくるめて『お楽しみ感謝祭』と題しての催しを計画しております。参加される方が

それぞれの歌や踊りや隠し芸を披露して楽しみましょう。主役はあなたです！

※ちなみに参加者募集しています。追って担当者からのお誘いがあると思いますので、

よ・ろ・し・く！！

※開催予定は８月下旬、詳しくは後日お知らせいたします。

☆豚味噌作り
豚味噌をいよいよ製品化します。じゃがいもブランドの一品がまた新しく登場いたします。

日 時：７月１２日 (日曜) 午前９：００～午後４：００

場 所：ポンタンカン

服 装：作業着はこちらで準備いたします。

持 ち 物：お弁当、お茶
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手をつなぐ育成会便り
平成２１年度の総会を終え、ひとときの落ち着き

を味わっている今日この頃です。

昨年の出来事をかえりみると屋久島に初めて出来

た就労継続支援施設「屋久の郷」の存在は大きく、

私達会員の夢であった日中活動の場が出来た事によ

り毎日喜んで作業に通えるようになりました。

又、平成１６年より続けている水曜活動には、南

部地区の４名が様々な作業をしに今も楽しみに通っ

ています。そのメンバーはそれぞれ週一日「よかた

ん豆腐店」や喫茶「じゃがいも」で働いています。

ついこの前まで家だけの生活でしたが、今は毎日ど

こかへ通っています。これもひとえに多くの方達の

ご理解やご支援の賜です。本当に有り難うございます。

今年の育成会の活動目標は、『帰ってくる家』を

作ることです。育成会の会員も高齢化が進み、親亡

き後のことを考えますと『家』が必要です。今の時

代大きな施設は難しく、ましてや人口の少ない離島

においては無理だと思います。近頃、それぞれの地

域に高齢者のグループホームが出来ています。それ

と同じような障害者の為のグループホーム作りを目

指したいと皆で話しています。

この屋久島でどんな障害を持っていても安心して

暮らすことが出来る、そんな日が一日でも早く来ま

すよう皆様も是非応援して下さい。 （楯篤雄）

子持ちギャルの 【ＬＤという障害の巻】

ＬＤ（学習障害）とは、「基本的には全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、

話す、読む、書く、計算する、または推論する能力のうち、特定のものの習得と

使用に著しい困難を示すさまざまな状態を指すものである。学習障害は、その原

因として、中枢神経系に何らかの機能障害があると推定されるが、視覚障害、聴

覚障害、知的障害、情緒障害などの障害や、環境的な要因が直接の原因となるものではない。」と、文部省は

定義しています。たとえば、計算が苦手とか、字は読めるのに文章が理解できないとか、漢字が覚えられない

などなど、様々な事例があります。

私の３番目の子は、絵本などはすらすら読めるのに、字を書くことが元々とても苦手でした。その子が２年

生中頃から、漢字が書けないことに気がつきました。３年生になり漢字の画数も増えたことで遅れが目立ち始

め、せっかく覚えた漢字もザルに水を注ぐように忘れていきます。そのことを学校の先生に相談したところ「様

子を見ましょう」とのこと。でも、様子を見ていて何が変わるの？ それに、ＬＤであるかどうかを判断する

のは、学校の先生ではないでしょう？と私は思い、楯さんに心理カウンセラー佐藤佳志子先生と、徳州会病院

の谷本先生を紹介していただきまして、判定の検査をしていただくことになりました。なぜ判定してもらうこ

とが必要と思うかと言えば、もし、この子が本当にＬＤだとすると、学校の画一的な勉強法はあまり実に付き

ませんので、この子の得意な方面からアプローチや支援をしてあげなければならないのです。判定の結果、書

字障害という事で、やはり視覚からの情報を取り入れること、空間的な位置関係を把握することが困難であり、

記憶という点でも困難があることがわかりました。しかし、言語理解の力がとても高いことがわかり、耳から

のアプローチが有効であることがわかりました。今は毎日元気よく「ヨコタテヨコタテカギバライ」とにぎや

かに漢字の練習をしています。 ＬＤに理解がないと「自宅学習をしっかりやらないから」「努力が足りない、

やれば出来るのに」と言われ続けるだけで、ちょっとしたつまずきからなかなか立ち上がれなくなってしまい

ます。ＬＤについては様々な考え方があると思いますが、私は判定を受けて、とても良かったと思います。

この度お世話になりました佐藤佳志子先生、谷本先生、大変丁寧なコメントやアドバイスをしていただき、

またわかりやすく相談にものって下さいまして本当に有り難うございました。

母ちゃん、がんばるぞ～！ （鈴木裕子）
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街かど情報コーナー 【地域の話題】

以前、気まま工房の山口さんから教えていただいた「認知症サポーター講習会」

が、6月12日尾之間村づくり委員会保健福祉部の呼びかけにより開催され、老人会・

婦人会・ボランティアグループ等21名の方々が参加されました。

認知症の基礎的な学習から、地域で見守ることの大切さをＤＶＤを見ながら約１

時間半学びました。身近な問題でもあり、地域で見守る必要があります。役場に依

頼すると講師を派遣してくれますので、いろんなサークルで講習会を開き、より多く

の方々に参加していただければと思います。 (松田)

ニューフェース紹介
「ありがとう」

そらみ、３才です。そらみ、おすみママのお腹に赤ちゃんが来て、

ヨコハマのスーパーおばあちゃんちにいってたの。ママはお腹が痛か

ったからスーパーおばあちゃんのおんぶでお外にいってたの。

それでママにほしくんが生まれて、そらみにはポポちゃんとリリち

ゃんが二人生まれたの。赤ちゃんはおまたからすっぽんって生まれて

くるんだって。

ほしくんはおっぱいと愛がほしい時に泣くんだよ。そらみは愛がほ

しい時だけ泣くんだよ。だって、おねえちゃんだもん。そらみ、ほし

くんが泣いたら「そらみねえちゃんがいるから大丈夫だよ」ってよし

よしするの。ほしくんがかわいいから強くよしよししすぎて、ほしく

ん泣いちゃったりするんだよね。

そらみ、おおきくなったら、パパと結婚するの。じゃあ、ばいばい。

またね。パパー、だっこして！！ （沼田そらみ 代筆 母すみえ）

ギャラリー じゃが
古居智子著「島ひと昔語り」の挿絵の原画がじゃがい

ものおうちに展示されています。

喫茶にお越しの際、ご覧下さい。主に、ひと昔前の日用

品、道具、建物などです。

むかし むかし ついこのあいだ

この屋久島では 人と自然と神さまが

ともに寄りそうように生きていた

自然の豊かさは人の心の深さにつながり

生きる知恵をたくましく育んできた

その姿は 限りなく気高く美しい。

その前でじっと向き合う幸せに

一人 ひたりながら

これからも 描き続けたい。（黒飛淳）
☆ご希望の方には有償でお譲りします。

０９０－７９２４－９７９５（黒飛）までご連絡下さい。

（沼田星くん）
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会員の更新、新規加入ありがとうございました
（50音順 敬称略 6月28日現在）

いつも温かいご支援ありがとうございます。お陰様で私達の活動の原動力となっております。

■一般会員
安藤多鶴子 井原広悦 得平悦子 大原貞子 小笠原勝弘 小笠原のぞみ 小川裕子 鹿島浩二

金子英一・ゆかり 木下忍 桑山道子・善右衛門 四宮英代・岸槇子 柴田矢恵 鈴木捷二郎

鈴木義之・裕子 高田忠幸 高見澤義男・信裕 高山宏子 立花敬麗・幸枝 楯篤雄・陽子・水生輪

谷本正和・渚 塚田哲夫･君江 中井喜恵子 永田能彦 沼田澄江・そらみ 畑下辰治・和子

羽田順子 日高典子 日高広啓･初美 藤島薫 藤山倉作 古屋浩三・芳子 星野京 松田正・咲美

松本活栄 峰平耕典 村上潤子 森永光子 吉田克雄・照子 脇田武志 渡辺一夫・まみよ

■賛助会員
飯田和己 飯塚伸子 稲場輝雄 井上正勝 岩川絹子 岩川ミヤ 大垣千鶴 太田美代子 大山盛弘

岡村和子 加藤章 川上雄治 川崎君子 笹川芳子 佐々木順一 佐藤明了 清水明美 染谷敏子

田中和彦・ヤスヨ 田中洋 寺田房子 戸床マサ子 浪平幸枝 西迫貴子 日高イツ 日高健

日高チズ 日高ユキ子 日高ヨリ 福嶋禮子 藤井恵美子 藤原金太郎・貴美子 藤山順子 堀内静子

松本裕子 蓑田理子 村本栄子 持原道子 山尾春美 山口康文

■団体会員
屋久島町手をつなぐ育成会 木まま工房 杉の茶屋 屋久島ガス株式会社

☆新会員紹介（賛助会員） ～みなさん、よろしく～

寺田房子さん（一湊）、浪平幸枝さん（尾之間）、

藤原金太郎・貴美子さん(高平）、村本栄子さん(小瀬田)

会員を募集しています
「じゃがいものおうち」では屋久島の障害者福祉の為に様々な活動をしています。

安心して暮らせる地域づくりに参加してみませんか。

喫茶コーナー
○ことしの２月より、水･木･金の週３回の喫茶業務を担当しております。

先日、東北から屋久島観光に来たというお客さんがお見えになり、話しを

していると、その方の高校生の子供さんに夏休みになったら１０日間くらい

どこかでホームステイをしながらボランティアなど色んな体験をさせたいのだけど

屋久島でそういう所はないだろうかと言われたので、「ここの事務長だったら相談にのってもらえると

思いますよ」とお伝えしました。その後、連絡があったようで、夏休みになったら屋久島に来て………と

トントン話が進んでいったようです。うれしかった。

夏休みは、すぐそこまで来ています。その子がボランティア等で多くの人たちに出会って、最高の夏休

みになることを祈っています。

○追伸○ リサイクルの服で、０才～５才位までの子供服が沢山あります。

皆さん、見て、買って下さいね。かわいいのがいっぱいだよ～。 （畑下和子）
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感 謝 録 (３月２２日～６月２６日 敬称略)

いつもご支援、ご協力ありがとうございます。（じゃがいものおうち、みんなのおうち）

井坪美紀 松本裕子 森永光子 日高恵子 寺田房子 富沢草太 戸床マサ子 新里自動車 畑下和子

白石武 日高弘子 山田由紀子 鶴田ツヤ子 井上正勝 川崎君子 安藤多鶴子 島崎ゆり 小笠原勝弘

萱嶋好子 山口秋平・麻子 楯水生輪 石川美那子 飯田かおる 日高チズ 松本活栄 吉田克雄

板川満子 渡辺まみよ 鹿島浩二 太田美代子 稲場輝雄 大原貞子 高山宏子 岩川淳夫 谷本正和

須見半 松本活栄 毛利洋子 日高博文 坂内久仁子 石原幸子 板川満子 松本三枝子

濃厚な果汁がたっぷり 売れてます！

タンカンジュース 春ウコン・秋ウコン・ガジュツ

１本８５０円 (会員価格６００円) １パック１００㌘ ６００円
◆今年からキャップシールをつけました。

※地方発送致します。（送料、振り込み手数料別）

編 集 後 記

今年は雨が少なく涼しい日が続き梅雨はどうなったのかと思っていたら、

先日ようやく「流し虫」の襲来に遭いました、温暖化による異常気象を心配していたので

家中の大掃除は大変だったけど、少し安心しました。

通信のイメージチェンジを少しずつやっていこうと今号から表紙に写真を使いました。「じゃがいものお

うち」の仲間達の働く姿や表情から活動の様子が伝わればと思っています。

もうすぐ皆既日食、拠点の前の総合グランドが屋久島のメイン観測スポットになっています、ものすごい

数の人が世界中から来るそうです、「じゃがいものおうち」の前で冷たいタンカンジュースでおもてなしを

しましょう。「メイアイヘルプユ－！」 （楯篤雄）


