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「お膳立て」 

                            代表理事  杉本彰子 

新しい年の幕開けは「感謝でいっぱい」です。この正月は天候に恵まれ穏やかでしたが

私は考えがまとまらず悩み、自問自答していました。私は自分を勘だけで動き出すカンピ

ューターのような人間で、あまり考えずに思いついたらすぐ行動する人だと思っていまし

た。今回はこれで正しかったのか、方向性や大きな変化になるであろうことで代表者とし

て判断をゆだねられることに、初めて不安が生まれたように思います。 

近々、くすくす隣地を活き生きネットワークが購入することになりました。この敷地は

約 150坪あり、安東 1丁目ということもあり私たちにとっては高価な買い物となりまし

た。理事会では当初反対意見もありましたが、最終的に隣地が活き生きの施設ということ

で土地購入に賛成となりました。 

私はスタッフ皆の意見も聞きたいと思い、研修会で土地の件を説明しました。そこでス

タッフの思い、やりたいことなどを問いました。スタッフの提案は私にとって嬉しいもの

でした。子供達が雨の日でも思いきり遊べる場がほしい、畑を作りたい、看取りをやりた

い等、スタッフが新しい土地に夢を持っていることが私の決心となりました。 

新しく医療的ケアのある成人の生活介護を 5人定員で、入浴の出来る位の広さを設け、

そこに放課後等デイのにこにこの機能も移せたらと思います。そしていずれは一人暮らし

の高齢者の入所施設も作りたいと思ってます。 

更にはもぐもぐキッチンの居場所、子ども食堂の機能、そこで働く B型の利用者さんも

想定内です。会議や研修、スタッフが集まれる場、子供達のお遊戯会等。まだまだ先とな

ると思います、この計画のいくつが達成出来るかは解りませんが、もうすぐ夢の一歩が始

まります。未来に続くスタッフに今伝えたい事は、変わることをおそれないで、失敗して

もそれが成長に繋がり強い組織が生まれます。スタッフ自身が楽しむことをやってほし

い。私たちの組織の箱物は何でもいいのです。利用者さんの笑顔が大切です。それを支え

るスタッフの実力は「ぴかいち」でありたいと思っています。いずれは土地があれば喜楽

庭の改修時などに一旦そちらに機能を移せるかも…など。 

夢は膨らみます。これから先も整備などにお金がかかります。皆さまの寄附を募りたい

と思います。これからも変わらぬご指導を賜わりますよう、お願い申し上げます。 

お願いばかりで申し訳ありませんが是非、応援をよろしくお願い致します。 
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理事会のお知らせ  
2月 16日(木) 18:30～20:00  場所: 喜楽庭 

3月 25日(土) 10:00～12:00  場所: ペガサート B-nest 

＊3月は理事会・予算総会となります 
  
いきいき研修会のお知らせ 
 
2月 24日(金)「障がい者支援において大切にしていること」 

       講師：谷脇葉子さん 
3月 17日(金)「会議ファシリテータ実践講座～仲間と地域と 

会員さん達のためになる方法を考えよう～」 
       講師：小野寺郷子さん 

  
  

「活き生きネットワークに寄せる」     

                            理事 塚本 こなみ 

                       (はままつフラワーパーク理事長) 

 明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。 

いつも理事会に出席することがままならないのですが、杉本代表から様々な状況を伺っ

ています。その話の中から私がいつも感じていることは「困っている人たちを支えた

い」という想いです。そして活き生きネットワークの皆様の日々の活動に心より敬意を

覚えます。様々なことがデジタル化されていますが、活き生きネットワークの皆様の業

務は、機械化することが出来にくい仕事です。人と人との関係が濃密であり人の手、特

に暖かい心が求められていることばかりであろうと推測します。 

 皆さまの活動は、杉本彰子代表の想いが核にあり、その想いが皆様に伝染してその輪

が広がり、そして大きく成長してきたと感じています。昨年末に杉本代表の「これから

ももっと困っている人たちを支えたい」という計画をお聞きし、この人の情熱は生きて

いる限り止まらないんだと、改めて感じました。困っている人、苦しんでいる人を笑顔

にしたい、そして支える側の人たちも笑顔になる、そんな集団を目指しているんだと。 

 新たな施設をつくりたいと悩み決断したという。70歳過ぎて挑戦する強い心には、

出来上がった施設を利用する利用者さんの笑顔も見えているのだろう。諸物価高の中、

経済的な負担も大きく悩むことでしょうが、障害が大きければ大きいほど彼女の情熱の

炎が燃える、あとは様々な工夫が求められています。皆で知恵を出し合っていくのみで

す。次の世代の人たちに渡すまで、杉本代表は走る。今、リレーのバトンタッチゾーン

に入りつつあるのだろう。 

 その想いと施設を一人で受け継ぐことは難しいが、チームで受け継ぐことできっとさ

らに強くなれる。そんなチームつくりに期待をしたい。私も負けずにと、あと少し頑張

ろうと勇気をいただいています。今年も頑張りましょう。 

 よい年になりますように、世界に平和が戻りますように。人の命も、地球の命も 

守れますように祈念します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

我ら活き生き応援団 理事リレー 



<１月> <7月>

　4日（水）初詣、事務所開き、事務局会議 　10日 （月） 安全衛生委員会

　16日（月）安全衛生委員会 １9日 （水） 連絡調整会議

21日（土）理事会 21日 （金） いきいき研修会

25日（水）ほっと通信Ｎｏ.124発行 29日 （土） 理事会

27日（金）いきいき研修会

<８月>

<２月> 1日 （火） ｻﾏｰｼｮｰﾄﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ受入れ

１日（水） 7日 （月） 安全衛生委員会

3日（金）豆まき 18日 （金） いきいき研修会

14日（火）連絡調整会議 23日 （水） 連絡調整会議

24日（木）理事会 　24日 （木） 理事会

17日（金）いきいき研修会 　25日 （金） ほっと通信Ｎｏ.127発行

18日（土）緊サポ出張登録会　駿河区

<９月>

<3月> 11日 （月） 安全衛生委員会

11日（土）緊サポ出張登録　葵区 　13日 （水） 連絡調整会議

13日（月）安全衛生委員会 16日 （土） 理事会

17日（金）いきいき研修会 17日 （日） 交流運動会

22日（水）連絡調整会議 22日 （金） いきいき研修会

25日（土）予算総会･理事会･懇親会

<10月>

<４月> 8日 （日） ﾜｰｶｰ親睦日帰り旅行

1日（土）令和5年度開始、会員登録更新 16日 （月） 安全衛生委員会

5日（水）ほっと通信Ｎｏ.125発行 18日 （水） 連絡調整会議

10日（月）安全衛生委員会 20日 （金） いきいき研修会

12日（水）連絡調整会議 25日 （水） ほっと通信Ｎｏ.128発行

　14日（金）いきいき研修会 26日 （木） 理事会

19日（水）自主防災訓練 <11月>

22日（土）フリーマーケット 1日 （水） 自主防災訓練

27日（木）理事会 　11日 （土）フリーマーケット

13日 （月） 安全衛生委員会

<５月> 15日 （水） 連絡調整会議

8日（月）安全衛生委員会 17日 （金） いきいき研修会

10日（水）連絡調整会議 25日 （土） 理事会

19日（金）いきいき研修会

27日（土）理事会 <12月>

11日 （月） 安全衛生委員会

<6月> 13日 （水） 連絡調整会議

12日（月） 15日 （金） いきいき研修会

14日（水）連絡調整会議 21日 （木） 理事会

16日（金）いきいき研修会 29日 （金） 納会

24日（土）理事会 30日～１月３日、年末年始休暇

26日（月）ほっと通信Ｎｏ.126発行

28日（水）緊サポ支援スタッフ研修会

もぐもぐキッチン6周年

2023年研修・行事・会議等計画

安全衛生委員会

今年も新型コロナ感染症がまだ終息していない

状況ですので、令和5年度の予定スケジュールも

変更や中止する場合もあります。その都度

ほっと通信等でお知らせしていきます。
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　　　毎年4月が更新月となります。3月末で会員を辞められたい方は、ご連絡ください。

　　　更新は自動更新となりますので、退会される方は随時、必ずご連絡ください。

　　　なりますので、ご了承ください。

　　　更新手数料は1,000円となりますので、郵便局の引落しの方は4/3(月)が引落日と

　　　引き落としでない方は振込用紙を同封いたしますので、お願いいたします。

　　　更新のお手紙は3月に送りますので、ご確認ください。

　    　 人もそこまで多くなく、晴れ晴れとしたいいお天気で、幸先が良さそうでした♪

　　　　　　＊振込や現金でお支払いの方は、4月30日までにお願いします。

　　　　　取りにも伺います、お気軽にお問い合わせください♪

　          　編集後記

　　　　　春のフリーマーケットの予告です。今年は4月に行うことになりました。

　　　　　まだ少し先の話ですが、少しずつ品物も集めていきます。是非、ご協力を

　　　　　よろしくお願いいたします。カビや汚れのあるものはお受け出来ないので

　　　　　令和5年4月22日(土) Am10:00～13:30予定

静岡市緊急サポートセンター出張登録会を行います

　　　　働きながらの子育て、一番の「困った！」は子どもが病気の時。そんな時に

　　　　緊急サポートに登録しておけば、まかせて会員さんがご自宅に伺い、家族の

　　　　代わりにサポートします！駿河区と葵区にて開催しますので、ご都合のいい

　　　活き生きネットワークのドリーム会員さん、ワーカー会員さん、団体会員さんは

          フリーマーケットの予告

                    更新手数料引落日：令和5年4月3日(月)

　　　　　こういった物はどうだろう？とお考えの方はご連絡ください。

    　　 2023年が始まりました♪もう令和も5年目なんですね、あっという間です。

　       今年の私は八方塞がり、久しぶりに法多山へ数珠とお団子を買いに行きました。

　　　　ると助かります。よろしくお願いいたします。

　       皆さまにとっても良い1年となりますように。今年もよろしくお願いします。　森藤ｷｮ

令和5年度会員更新のお知らせです

                  葵生涯学習センター「アイセル21」 3階第 31集会室

　　　　日にお越しください♪来られる方は予約を行いますので、ご連絡をいただけ

　　  　駿河区　令和5年2月18日(土)　Am10:00～11:30

　　　　　　　　健康文化交流館「来・て・こ」3階 302活動室

　　　  　葵区　令和5年3月11日(土)　Am10:00～11:30

お餅の販売

やります！
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