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すけっとファミリー

祝

２ ０ 周 年
イキシアの花言葉・・・団結

これからの事 業
これからはますます高齢者が増え続け、
介護の担い手不足が心配されています。
平成 24 年今年はすけっとファミリーに

でも元気な高齢者は沢山います。この元気な
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担うことはまちがいないと思っています。

ます。4 月 15 日には新しい拠点のお披露目を

元気な高齢者とコラボしてすけっとファミ

行い、11 月 17 日には［設立 20 周年記念

リーは何か地域のお役に立てないか、どん

祝賀会］を行う予定です。

な役割があるのか頭を悩ませているところ

色々な方のお世話になりました。介護保険と

です。

いう大きな流れの中で沈むことなく、一つ一つ

まずは引越し当初物置状態だった 2 階の 20

事業を増やし現在に至れたのは、すけっと

坪ほどのスペースの活用を考えながら、役割

ファミリーのスタッフ・理事・監事の皆様の力

実現のヒントが得られればと思っています。

なくしてはなしえませんでした。それとともに

すけっとファミリーはこれからも一歩ずつ

愛知県・名古屋市のＮＰＯ法人の代表の皆様の

歩み続けてまいります。これからもどうぞよ

ご指導ご鞭撻のおかげと感謝に耐えません。本

ろしくお願いいたします。

当にありがとうございました。

ＮＰＯ法人すけっとファミリー 理事長 加藤純子
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残暑が厳しく秋の訪れが遅かった今年。
残暑が厳しい中でもりふれでは利用者様の笑顔で溢れていました!!
残暑が厳しい中でもりふれでは利用者様の笑顔で溢れていました!!
りふれには多くのボランティアさんが来所してくださいますが、
ボランティアさんの来所は利用者様の素敵な笑顔の要素の一つです。
ボランティアさんの来所は利用者様の素敵な笑顔の要素の一つです

☆ 音 楽 ヘ ル パ ー さ ん☆
9 月２２日・29 日に来所してくださったの
は、音楽ヘルパー教会の皆さん。
音楽好きな方が多いりふれ。音楽ヘルパーさん
の活動でも皆さん終始笑顔いっぱいでした。

歌うだけでなく、タオルを使ったタオル
ビクスも一緒に !! また、ボランティアさん、
スタッフが利用者様と 1 対 1 になって向かい
合って手を繋いで歌を歌ったり…。
利用者様にゆっくりと接することができる
ひと時で笑顔の利用者様を見て私たちスタッ
フも自然と笑顔になることができました。

☆花ことばさん☆
定期的に来所して下さり、素敵な朗読など
を披露して下さる花ことばさんです。この日
は【ねずみきょう】という紙芝居を披露して
下さいました。
懐かしい紙芝居に利用者様も童心に返っ
たように聞き入っていらっしゃいました。
「昔は紙芝居屋さんがいたね～」
「懐かしい
わぁ」と思い思いにお話しされる利用者様。
今はもうなかなか見ることができなくなっ
た紙芝居を披露していただいて素敵な時間
でした。

この度、ＰＳＭ協力会様より「あいちパチンコセーフティマイタウン支援金」を
いただきました。弥富通に移転をしてから自転車置き場に困っておりましたところに、
助成金をいただ
き、雨にもぬれない
自転車置き場の実現
ができました。毎日
の活動に自転車が欠
かせませんがこれで
気持ち良く出かける
ことができます！！
心よりお礼申し上げ
ます！

介護職員基礎研修課程の受講生が来訪されました！
講座の一環としてＮＰＯの役割や社会資源を勉強するために 42 名の受講生が
来訪されました。この資格を取得すると、サービス提供責任者としての要件にも
なります。介護のお仲間として頑張ってほしいですね！

すけっとファミリーのＨＰが
新しくなりました！
(suketto-family.jp)
今後はできるだけ更新していきたいと思っています。
尚、「 すけっと日記」では デ イ サロ ンりふ れ の様子や
すけっとファミリーの日々の活動の様子をお知らせして
すけっとファミリー
います。是非ご覧下さい！

「認定ＮＰＯ法人」 の資格取得のため
11 月 14 日(水) 理事会 (デイサロンりふれ))

「3,000 円以上のご寄付」をお願いします

11 月 17 日(土) ２０周年記念祝賀会

「認定 NPO 法人」の制度が出来ました

(サイプレスガーデンホテル)

イオン幸せの黄色いレシートキャンペーン
毎月１１日、ジャスコ熱田店にレシートを入れる
ＢＯＸが置かれます。

すけっとファミリーの箱に黄色いレシートを入れてい
ただきますと、一年後にレシートの金額が集計され、

「認定ＮＰＯ法人」とは、非営利のＮＰＯ法人
の活動をささえるためにご寄付を下さった
方々が、
寄付金に対する税金の減免を受けられる、
特別に認定されたＮＰＯ法人のことです。
2 年間で 200 人以上から
60 万円以上のご寄付の明細書の添付が、

合計金額の１％の商品が購入できるというキャンペ
ーンです。

申請の条件となっております。
すけっとファミリーの非営利活動に賛同し、ご

是非、毎月 11 日は ジャスコ熱田店へ
ジャスコ熱田店へ

協力いただける方々に［平成 25 年３月末までに

買い物に行きましょう!

おひとり 3,000 円以上のご寄付を、さらに平成
25 年 4 月以降に二度目のお一人 3,000 円
以上のご寄付］をお願いします。
すけっとファミリーはこの貴重な寄付金を地域
の高齢者・障害者・社会参加を目指す女性や そ

東海ろうきん NPO 寄付システムの支援団体に、

すけっとファミリー が選ばれております。

の家族の支援がさらに充実できるようよう役立て

このシステムは東海ろうきんのお客様から支援し

ます。

たい NPO の団体に寄付金が入金される仕組みです。
現在では、２年半にもわたりご支援下さっている方も
みえ感謝しております。これからもすけっとファミリ
ーの主旨をご理解いただき多くの方々のご支援賜り

この制度の詳細・寄付の申し込み手続き等お気
軽に問い合わせください。
ＴＥＬ： 861－6047 ＦＡＸ ： 861－6048
担 当 ： 加 藤・北 嶋

ますよう願っております。

みずほたすけ愛ネット 情 報
9 月 16 日（日曜日）夏の暑さが残る中“わくわく
みずほまつり”が開催されました。スタンプラリーで
のすばらしい景品や、バルーンアートでの動物作り、
木工作・スライム作りなどなど子どもたちは大喜び
でした。 またコーラス・琴や珍しい楽器の演奏・
ダンスなども大好評でした。 かき氷も飛ぶように
売れ、
焼きそば、うどんはあっという間に胃袋の中に。
楽しい楽しい一日でした。そして、今年も「陸前高田
市子どもの学び基金」へ募金（38,415 円）を送る
ことが出来ました。ご協力いただきました皆様あ

りがとうございました。

「い つ ま で 続 く の ？」
守 山 区：大 川 孝 次

最近、時々フッと思うことがあります。月初めのスケジュールを作成している時やデイ
サロンりふれの帰り道などで 「この先このボランティアがいつまで続くんだろう ？ 」
という疑問です。社会的問題に興味をもち、講演・講座・研修などなどのイベントや団体・
組織・ＮＰＯなどが主催する運動・活動に出来る限り参加してきました。然し、そのほとん
どは長く続かずに途中で中断してしまいました。その続かなかった原因というのは単に飽き
性ということではなく主催者の主義・主張、いわばポリシーが合わなかったことがほとんど
です。確かにその目的に共感して入ってみると営利に終始したり、ご都合主義であったり
していることなどを知ると、つい嫌気がさし辞めてしまうわけです。結局、現在ずーっと
続いるのが地元“Ｍ社会福祉協議会の広報誌の編集委員”と“デイサロンりふれ”とが未だ
に続いているわけです。
“デイサロンりふれ”の場合、ボランティアといっても果たして
本当に役にたっているのか、たっていないのかどうかわかりません。むしろ、こっちの方が
ボランティアしてもらって感謝している有様です。
何故、こんなにも続いているのか？よく考えてみたら辞める理由がないからです。これか
ら後、１０年？２０年？ そんな事を考えていたら１００歳までも続けなければならない
ことになるかも知れません。まあ～そのうち「もう来なくて結構です」といわれる迄「これ
からも末永くお付き合いの程を」と言うことになりそうです。
※大川孝次さん

デイサロン松栄が発足してまもなくの頃からのボランティア（傾聴、パソコン等）として毎月２回
来所していただいています。京都マック（アルコール依存症回復施設）を設立し、１２年後退職。
現在、名古屋にて活躍中。

著書「奇跡はあなたの中にある」
（新風舎）

デイサービススタッフさん
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ご相 談に 応じ ます 。!!

私たち こんなお手伝いができますヨ！
ゴミだしができない ・ ・ ・
たった数分のお手伝いですが短時間
でもＯＫですよ！
こんなことしてくれるかなあ～っと
疑問に思われることでも遠慮なく
お電話下さい！
介護保険ではお願いできない
ことや、通院の付き添い、お部屋の
片付け、資源ごみ出し、犬の散歩
など・・・
お困りのことがあれば
お問い合わせ下さい。

