
一人ひとりが出来ることを…

ある lの生き活きサロンの光量です  ・■L市ネットはんだ
‐

代表の水野さんから 沖組の三稼を習っている小学生 4人に発

表の場を捉l■してはしいという11談があり 急きょ生き活きサ

ロンでみなさんにFHIいていただくことになりました

おけさんに抱っこされた4ヶ 月の赤ちゃんや もうすぐ3茂

になる子 そして学童1,:■の …11■の子どもたちが11導員に抱

かれなから (-114Lになっても抱っこが大好き,演 奏を,っ て

います そして87歳から30` のヽ30

人●がのとかな沖挫の光とFllを感

じる●デに鷹き入り 'ふるさと
｀

などを一緒に歌う場i“もありました.

Щr をヽこえて実まった生き活きサ

ロン|ままるで人家族のよう.和 や

かで穏やかな■¬気でした

マスコミで伝えられるXl■な+

■や世界的不

"[ 

そして信頼でき

.|●崚治に不安が増すばかりの当せ

ですが ,■ 者として1不満を言ったり1嘆いたりしている場合で

はありません 「他人のせいにしないことJと 私向″に言ってい

ます こうした社会のり,がみを■って来たのは私たち大人の責

任ではないのでしょうか

りんりんにできることは何でしょう―.さ さやかでも希望と

可能■の

'を

私たちに与えてくれるよう 学菫保育やデイサー

ビスがある rど もから高歯,十まで失うこの場lrを頭と心とll

を使ってttす努力をしていきたいと思う言です。

理事長  村上員■子



りんりんでお世話になっ

て早 2+に なりますが

初めてのパスツアーでわ

くわくどきどき ｀

`日

は

みんなの気打ちが迪 した

のか 人気 もよ くt ぎヽユ|

発 Il途 1)イ レ休憩で

バ スをい辻 える人もいた

ような ?「″和村は131]1

| のヽ私にとって|まなつかしかったけ,1ど 気持ちは次のアウ Iレ ッ

トの方へ みんなお■たいっばい手にして パスの|卜では盛り■

がること I Tlまアウトレ′卜は初めてだったので もうiⅢ 場の

市の多きにヽき (今  は買わないぞ)と 心に誓ったもののつい

つい手が    14の 多さにもヽきよしたが 人もすごくて買い

l・Jの■llよリレンに 1ヽぶ峙「・lの長かったこと |ついつい買い物に

り中でバスの出発|+間に延亥Jをして皆さんにご迷惑をおかけして

すいませんでした 最後の体屯先の刈谷′ヽイウエイォアシスで ま

また買うの
'と

いうくらいやさん買い物をしてみえました.本 '1

に楽 しい 1日 で

あっという間に

迪 きて しまいま

した 来年も

`1けるといいね っ

て皆で話 してい

ました.

{福木勢汁子
'
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てきました その1で 介誠保険をイ1用せすかん よっていらしたい

という介護予防の

`
見を多く間きました。

介.l保険¬1用の

“|め となるよう ま

た地域の福祉力とな

れるよう 専‖,強に

気iに 相談できます

いただきま～す!



いい子供たちに

恵きれて…

カロ藤と志子さんω5歳)

消潔に整えられた部屋でベ ソドに横たわると志子さんです

レースのカーテン越しに明るい日差 しかさしこみます.月 の

内半分はショー トステイに.家 にいるときは近くに住む3人

の娘さんが代わるがわる食事を持ち寄り 世話をして下さるし

ヘルバーさんにもllll晩来て貨います.「 行き届いた世話をして

くれるし 皆tヽ 人ヽで感謝です J

昭和19年 ご二人と亀崎にお肉屋さんを開きました。当時

特に■llま高級品で一般にいきわたっておらず 主に国鉄 (J

R)で 名古屋に売りにいきました.そ のうち半田方面が発展 し

てきたので思い切って店を移しました

御二人 ま 戦争Ⅲ2度も応召されましたが 幸運なことに無

事に帰ってくることができました 6人 の子どもに恵まれ ふ

たりで一生懸命働きました。ところが10年ほどたった嗅 ご主

人が病に・lれたのです。これからどうやって子ともを,て てい

こうかと進方に事れ ―lltは体調を崩しましたが周りのたくさ

んの人が助けてくオ■で なんとかお11を●lり盛つすることがで

きました.

程なく高校を牛業した長女が そして次々と大きくなった子

'ヽ

たちが 店を手伝ってくれました.

現在は長男が跡を‖れ でヽいます。 「■で力をあわせてここま

でやってこれました 子どもたちもいい子に育って いい1背に

も恵まれました。今 まひ係が12人になり 『おばあちゃんJと

いって時々のぞいてくれます.■ は1学 2年 下が1茂です.=

におこずかいをあげるのを薬 しみにしています.吉 労したかい

があつました。今はただ感謝の気持ちでいっぱい 何もいうこ

とはありません しあわせです.J



日本財団より福祉車両の
助成をいただきました。

デイサービスやなベ

では 高品者だけでな

くに富音の受け入れも

しています ■7135

名の方が通わオ1ていま

対応ネは1台 しかなく 受け入れできる人数にも限りがありました。

また普通■のため市内の生活道路は道幅が狭く 普返1:でのせJ■

が迦張者の負担にもなっていました 今回 日本1オ団に中市して

いた福11“両のllj式金交IJの決定をいただくことができ 草格子

対応● (ダイハツ ′、ィゼット)が 納京きれることになりました

これからは,1綺子ごオ1月の方の受け入れがスムーズになり 介助

者の■担も軽減さオ1ると思います、形勁がコ鈍な高11=や障害む

の方がデイサービスをご

Tl用いただけるように

安全 安心なサービスを

しがけてぃきたぃと思っ

ています デイサービス

やなべ ま この 0日 でメι

二年を迎えます ・.様の

ご不」川をお待ちしていま

す.

(デイサービスやなべ

すが その1で,■子 i

をlt用している方も数
りんりん名みえます 現在りん ｀

りんの所着:るi崎子l越

榊原真II)

,,,● ● ● ● ● II● ●|,(0● 0● ● ,● o● ● ● ● ,●

・

”

０ 己L3● _D_

● = ・ ●

りんりんでは地域において交流やlH.・力■1来る拠点をつくりたい

そして記もがljlける ■える居場″iつくりの 1つ として,サ父tF

年より生き活きサロンという形で始めました

ll理を■ることが件意な会員がリーダーとな0 ■ること 会

資することを・Lじて,111づくりをめざしています 3年 同を迎え

たなかで きまざまな [情報と要望の場Jと しての役割もはたし

P`O 人ヽ
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●」|1早菜沐お金ヽちケームがおもしろかつた

りゆうは いうんな人としやんけんをしたこと

●岩城ゆうな*りんりんでは 歌をうたったtJし

ました 楽しかつたです

●今藤燿静 お年寄りの人たちと一緒にゲームをして

楽しみました。

●電葉有紳 お年苺IJと話したリゲームをしたりして

すごく 楽しかつたです

●久田真由美十お年寄りと一緒に歌をうたったり
ゲームをしたりして楽しかつたてす

またりんりんに行きたいて,.

0杉 清早紀 *最初はきんちょうしたけど どんどん

なれてきて お年寄りが実つてくれたのて とても

うれしかったし楽しかったです。

露卜,
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FAX(()569,32612,

ご寄付ありがとうございます

森

吉田 房子 様

躙 ′ 級養融講画

NPOり んりん

●日 「呈:5月23日 -́9月12日

0定  員 :40名

●場 所 INPOりんりん 知多市市民活動センター

●受講料 :65,ooo円

0申 し込み お間ぃ合わせ
NPOサ ポー トちた TEL 0562‐331631

平成20年度賛助会員

TEL 0569‐ 21‐3646

※貸付金制度あります 詳しくはりんりんまで
米従来77,000円のところ今回8000円をサボートちたが
補助しております.

確 会
じ ι じ こズ Xり し 3o

2月 「移栞介謹の介確枷 ,実習J… ………………

3月 「事故発生時の対応 読IT:森田氏J― …
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