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豊 作
昨年のじゃがいもは一反五畝の荒れ地を開墾して植え付けをしたのですが、なぜだかじゃがいも

は消えてしまいました。記録的な大失敗の「じゃがいも事業」。今年はどうしようかと悩んでいたの

ですが、小島の畑二反にリベンジいたしました。「またコリもせず」という囁きを振り払い、豊作を

想像しての挑戦のドラマでした。もともと農業は素人、浅知恵を結集して近所の先生の意見に耳を傾

けながらハラハラドキドキの栽培管理です。

じゃがいもは病気が出やすく例え茎葉が元気に育っていても、芋も大きく育っていてもソウカ病が

でたらおしまいです。今年は県内のじゃがいもの作柄はどこも豊作でした。天候にも恵まれ、我が「じ

ゃがいも」達の作柄は予想に反して大

豊作でした。

なんと4500㎏の収穫でした。過去最

高の収量で選別箱詰め作業も大変でし

たが、何よりたくさんの人達が集まっ

てくれたことが本当の意味で大きな大

きな収穫でした。「人」無くしてこの度

のじゃがいも事業の成功はありません

でした。4500㎏のじゃがいもより集ま

ってくれたこの子供達の数が大収穫。

ありがとうございました。

小
島
の
畑
で
じ
ゃ
が
い
も
掘
り
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みんなのおうちコーナー

みんなのおうちでは、2012年7月に2年間管理者を務めた梶野が退職し、新採用の安藤が管理者とな

りました。女性スタッフだけだった中に男性スタッフ安藤が加わったことで、女性利用者さんの多い

みんなのおうちは、一層華やかになったでしょうか。男性利用者さんと共に、みんなのおうちを盛り

上げています。

2013年1月からは、自立支援事業として新たに｢生活訓練」を始めました。以前から行っている「生

活介護」事業とは異なり、｢生活訓練｣は日常生活や社会生活で必要な能力そのものを訓練内容として

います。具体的には、一般的に家事と呼ばれているような項目やコミュニケーション力を身につけら

れるよう指導しています。デイサービスであるという特色を活かして、普段機会の少ない高齢者への

関わりや、各個人へ配慮した調理方法の工夫、施設内の環境整備、レクリエーションの補助等をスタ

ッフと共に行うことで、各自の目標を達成できるよう進めています。また生活訓練の指導スタッフと

して吉村が新たに加わりました。人数も増え、「みんなのおうち」の平均年齢も若くなり、和気あい

あいとした雰囲気になっています。

介護保険事業としても、新規の利用者さんが増え活気が出ています。また、元々「じゃがいものお

うち」に縁のあった方が、通所施設としてみんなのおうちを選んでくださった例が多くあり、とても

嬉しいことでした。毎日のレクリエーション、各月のお誕生日会や季節ごとのイベントも笑顔で参加

してくださっています。最近では、「じゃがいものおうち」主催の地域交流会に参加するため、じゃ

がいも畑へ行きました。これまで農業をしていた利用者さんたちは、久しぶりに行く畑をとても楽し

みにしていたようです。農業の先輩として、子どもたちに指導したり声をかけたりと、普段見ること

のできない姿を見せてくれました。

この冬は、利用者さんたちは誰ひとり風邪をひくことなく、元気に通ってくれました。若いはずの

スタッフたちの方が体調を崩してばかりでした（反省…）。高齢者のみなさんから学ぶことはたくさ

んありますね。これからも、「みんなのおうち」をどうぞよろしくお願いします。

月曜日の利用者さん達です。

ひなまつり会をしました。

長崎銘菓「桃カステラ」を

みなさんで食べました。

生活訓練の新規利用者さんと

新スタッフの吉村さんです。

この日は野菜をたくさん切って

たこ焼きを作りました。
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2012年度行事報告
■ウコンガジュツ収穫 ４月８日（日）

■2012年度総会 5月 20日（日）

■倉庫片付け、意見交換会 6月 8日（金）

■しゃくなげ未来館交流会 6月 13日（水）

■安房小学校福祉交流、聴覚障害者

7月 5日（木）

■尾之間温泉祭り 7月 28日（土）

■お楽しみ感謝祭 8月 28日（火）

■臨時総会 9月 20日(木）

■安房中職場体験 10月2日（火）～5日（金）

■安房小福祉交流じゃがいも植え付け

10月 22日 (月)

■じゃがいものおうち拠点改装

11月25日（日）・26日（月）・12月2日（日）

■餅つき会 12月22日（土）

■じゃがいも収穫 2月17日（日）

■安房小福祉交流タンカンジュース作り

2月 20日（水）

■タンカンジュース作り

10月2日(火）、12月8日（土）

2月21日(火)～22日(水)

■安房小福祉交流 じゃがいも収穫

2月 25日（月）

■安房小福祉交流お別れ会食 3月 7日（木）

■おおぼらかい 毎月第4火曜日

■クッキー作り ８回

■豚味噌作り ３回

■パックタンカンジュース作り ７回

安房小学校との福祉交流終わる
例年行われる安房小学校との福祉交流が昨年７月より始まり、今年２月をもって終了しまし

た。視覚障害者や聴覚障害者に対する理解を深めてもらう為に、４年生・６年生と、障害者がお

かれている現状やそれを理解するにはどうしたらよいかについて交流を持ちました。

４年生は１０月にじゃがいもの植付け、２月にはそのじゃがいも掘りをして、立派なじゃがい

もの収穫に大いに喜びました。６年生は２月にタンカンジュース作りに参加してもらい交流を深

めました。 ３月には子供達からお茶会に招待され、福祉課題に如何に取り組んだかいろんな発

表がなされました。盲導犬、アイマスク、点字、手話などについて、相当な時間をかけたと思わ

れる研究成果が次々に発表され、よくぞここまで関心を

持ってくれた・・・という大きな感動を受けました。

パソコンの活用や、紙芝居風の展示物の作製、それにア

イマスク・声かけ・手話などの体験も

ありました。指導された先生方と、それに取り組んだ子

供達の姿を彷彿させる場面があり、胸に迫るものがあり

ました。子供達が成長した時に、この経験を思い出して

くれることを願ってやみません。

新年度の会費とボランティア保険代の納入についてのお願い
いつも皆様方にはご支援とご協力を頂きありがとうございましす。引き続き今年度もご協力をお願い申

し上げます。つきましては、新年度の会費をボランティア保険の手続きの関係上、４月１０日までに同封

の口座振込用紙（払込取扱票）にてお振り込みいただくか、直接「じゃがいものおうち」へご持参下さいますよ

う重ねてお願い申し上げます。

●年会費

☆一 般 会 員 一口 ３，０００円 ☆賛 助 会 員 一口 ２，０００円

(家族で二人目以降 一口 １，０００円) ☆賛助団体会員 一口 ５，０００円

(ボランティア保険 一口 ２８０円)

※賛助会員の方もボランティア保険に加入出来ます。
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2013年度行事予定
■ウコン掘り
日 時 4月10日（水）午前9:00～午後3:00

場 所 新里下畑

■産業祭準備作業
日 時 4月2７日（土）午後1:00～午後4:00

場 所 じゃがいものおうち

持ち物 皮むきの出来る包丁かピーラー

■産業祭 日時 4月28日（日）午前9:00～

場 所 尾之間屋根付きゲートボール場

（町民すこやかふれあいセンター）

■おおぼらかい
日 時 4月23日（火）午後1時30分～

場 所 じゃがいものおうち

■総 会
日 時 5月24日（金）午前10時～12時

場 所 じゃがいものおうち

感 謝 録 (Ｈ24.3.24～Ｈ25.3.18 敬称略・順不同)

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）

坂本佳子 松本三枝子 戸床頭 稲場輝雄 渡辺一夫 飯田かおる 四宮澄江 芹沢政江

小林淑子 泊京子 山田由紀子 長瀬真弓 有馬弥代 川上雄治 石川信子 藤田邦子

梶野かおり 小笠原勝弘 日高ゆかり 畑下和子 上田奈緒美 福原勝利 塚田幸子

太田久美 羽田順子 羽田郁美 乾恵二郎 稲見風子 甲斐牧子 藤原金太郎 古賀早苗

岩川トク子 金子よしえ 佐竹祐子 加山恵美子 鈴木由美 井坪美紀 西村理恵子

安藤多鶴子 中地陽子 日高弘子 藤田明彦 戸床マサ子 鈴木捷二郎 桑山道子 渡辺郁夫

岡村和子 谷本正和 田部明乃 鈴木義之 鎌田智秀 岩川美意子 古里裕二 池上純久

泉清治 日高時安 田端信明 松本活栄 酒井愛子 日高ヨリ 中井信司 高見澤義男

渡辺まみよ 浜口裕 浜口美津江 岩川チヨ 長谷部なほ子 藤山倉作 楯水生輪 相良知恵

大原貞子 野口美恵子 吉村保子 吉村加代子 神崎彩子 蟻川泉 星川ちぐさ

後藤田由利美 柴田桜

訃報 下記の会員の方がご逝去されました。心よりご冥福をお祈り致します

岩川絹子さん 古居節子さん 田中ヤスヨさん

お誕生おめでとう！
会員の方に赤ちゃんの誕生がありました！

吉田冬子さんはご実家のある和歌山にて出産・子育てをしています。

今度屋久島に「里帰り」して健太朗くんをご披露して下さいね。

日高和子さんは、三人目の女の子！さぞかし可愛がられることでしょう。

是非じゃがいものおうちへ寄って皆を和ませて下さい。

吉田健太朗くん １１月２日生まれ （吉田冬子さん長男）

日高里菜ちゃん ２月１２日生まれ （日高和子さん三女）

編集後記

今年度は態勢が整わず通信発行がこの号だけになり、一年間をざっとまとめた通信になり

ましたこと深くお詫び申し上げます。なるべく早く次号が発行出来るよう頑張りたいと思い

ますので今後ともご愛読よろしくお願い致します。


