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Ｑ．  どんなお仕事をしていますか？ 

友貴：  畑とか、紙漉きとか・・そうだなぁ、石鹸工場でしょ！・・そうだよ。 

      「めぶき」にせっけんを運んでるでしょ。あっ、内職もしてるな。 

Ｑ．  楽しみにしていることは何ですか？ 

友貴：  音楽だね。キャリーパミュパミュとかさ、ＡＫＢでしょ 

それから、ミスチルの「はる」っていうのを聞くよ。だからさ・・・・・、            

「すみや」で買ったでしょ。 
仲良しの藤田君（右）と 

「「「「穂穂穂穂
ほ

純純純純
ずみ

さんのさんのさんのさんの受洗受洗受洗受洗をまのあたりにしてをまのあたりにしてをまのあたりにしてをまのあたりにして」」」」    

穂純さんは、わたしが「つどい」を訪れるとき、いつも何とも言えない

力強い笑顔で迎えてくれます。また、静岡教会のミサ中にわたしと目が合

ったときも必ずと言っていいほど、あのスマイルを見せてわたしを励まし

てくれます。そんな素敵な穂純さんの洗礼式に参加できて、わたしはとて

もうれしかったです。洗礼の恵みによって、穂純さんと「穂純スマイル」

がさらにパワーアップして、わたしも含めたくさんの人の心をもっともっ

と元気にしてくれることを、わたしは確信しています。 

穂純さん、洗礼を受けられてほんとうにおめでとう！ 

カトリックカトリックカトリックカトリック静岡教会助任司祭静岡教会助任司祭静岡教会助任司祭静岡教会助任司祭    宮内宮内宮内宮内    毅毅毅毅    

 

左から、小さき兄弟会 塩田希神父 

筆者の宮内毅神父 

中央、カメラ目線の桝田穂純さん 

静岡教会主任司祭 林健久神父 

イエズス会 英隆一郎神父 

4月12日の金曜日の18時から、かなの家「つどい」

で、メンバーの枡田穂純さん（通称、ほずみさん）のカ

トリックの洗礼式がありました。司祭が5人集まって下

さり（東京や和歌山からも）またかなの家の友人も遠

路はるばるやってきてくれ、総勢40名で穂純さんの洗

礼をお祝いしました。とても喜んでいる穂純さんと、

「キリストを信じますか」の司祭の問いかけに「はい」と

答えていた姿が印象的でした。 

Ｑ．  最近，うれしかったことは？ 

友貴：  えぇっ？！ それは・・・、沖縄かな。そうでしょ。お父さんとお母さんと静岡空港から 

行った。そして、水族館でボールペンを買ったよ。それがうれしかったのかな・・。そうだよ。 

かなの家の畑でインタビューに答えてもらいました。ジャガイモの試し掘りの 

最中でした。野菜大好き！の友貴さん、おひるに熱々のお芋が出るといいね。 

代父母の海野ご夫妻と。 

皆の昔からの友人であり 

「つどい」のご近所さん 

ひとつひとつ 

ジモンジトウの 

ともたかさん 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「今日のご飯は、～さんが作ってくれたね。おいしいね。」「明日は、何かなあ～。」

「今日は、何をしたの？」「今夜の～さんとのお風呂、楽しみだね。」等と、食事を味わ

いお互いの顔を見ながら食事をします。もう、食べ始める前から、「おいしい～！」と 

言っている人もいます。時々、大きな笑い声が、食卓から吹き出します。その時はま 

るで、お祝いの様です。 

どうぞ、かなの家の家庭を訪ねにいらしてください。仲間の人達が招いてくれます。

みんなが神様の子供で同じ兄弟・姉妹だという、幸いの中に。 

幸福とは人生にしぶしぶ従うのではなく、選び取り受け入れていくこと

です。まさに、この瞬間ごとに本当の自分、自分自身であることを選び

取り、それを生きることです。その喜びも痛みも葛藤もすべて含めて。 

(ジャン・バニエ『暴力とゆるし』５８頁) 

 

まったき静寂のなか、傷や苦悶を通してたどり着けるか、不都合だけど 真の｢自己｣受容。 

仕事仕事仕事仕事ののののアシスタントアシスタントアシスタントアシスタント    林林林林    孝一孝一孝一孝一（（（（写真右写真右写真右写真右））））    

仕事の責任者をしています佐藤言です。よろしくお願いし

ます。 

今年の 4 月から就労移行めぶきが終了になりました。 

これからは、生活介護めぐみめぐみめぐみめぐみと就労継続 B だいちだいちだいちだいちの２つが

まどい作業所のグループとなります。 

めぐみでは、午前中に西ヶ谷運動場まで散歩し、西ヶ谷

運動場の外周をウォーキングやマラソン、広場でボールを

使った運動の活動を中心にしています。午後の活動が課

題となっていますが、ただいま陶芸活動を検討しています。

アシスタントは孝一さん、木田さん、横山さんが支援してい

ます。 

だいちでは、紙漉き、農作業、印刷、石鹸工場、石鹸

製品加工の作業を行っています。 

石鹸工場での作業は、積み重なった経験があり、み

んな慣れた手つきで働いています。課題は、どう石鹸製

品を売っていくか？石鹸以外で収入をどう得ていくか？

だと考えています。アシスタントは柗永さん（紙漉き）、

横井さん（石鹸、発送）、健二さん（発送、印刷）、佐知子

さん（農作業）言（石鹸工場）です。 

また仕事以外で大事なこと、まどい作業所の食堂で

食べる昼食があります。いつもにぎやかで、かなの家ら

しい食卓です。 

活動、作業、食事を通してひとりひとりの場所が見つ

かるように、アシスタントとなかまがお互いに成長できる

ようにお祈りしてください。 

 

仕事仕事仕事仕事のののの責任者責任者責任者責任者    佐藤佐藤佐藤佐藤    言言言言（（（（写真右写真右写真右写真右））））    

 ギターが得意な 

頼れる兄貴分☆ 

ジャン・バニエさんは、ラルシュの特徴が次の言葉に見出されると、よく言われ

ます。“イエスは言われた。「昼食や夕食の会には、貧しい人 足の不自由な人 

目の見えない人を招きなさい。そうすれば、あなたは幸いだ。」” 

家庭家庭家庭家庭のののの責任者責任者責任者責任者    岡田岡田岡田岡田    はるはるはるはる美美美美（（（（写真左写真左写真左写真左））））    

 
見かけによらず力持ち！ 

すまいのお母さん 

新しい責任者の紹介 ― かなのすまい 

新しい責任者の紹介 ― まどい作業所 



 

大石大石大石大石    扶扶扶扶美子美子美子美子

““““知的知的知的知的ハンディハンディハンディハンディのあるのあるのあるのある者者者者もないもないもないもない者者者者もももも、、、、国際国際国際国際ラルシュラルシュラルシュラルシュ連盟連盟連盟連盟にににに所属所属所属所属するするするするコミュニティコミュニティコミュニティコミュニティでででで暮暮暮暮らしとらしとらしとらしと仕事仕事仕事仕事をををを共共共共にするにするにするにする””””

““““互互互互いにいにいにいに関関関関わりわりわりわり成長成長成長成長してゆくしてゆくしてゆくしてゆく過程過程過程過程でででで見出見出見出見出されるされるされるされる知的知的知的知的ハンディハンディハンディハンディをををを持持持持ったったったった人人人人のののの賜物賜物賜物賜物をををを告告告告げげげげ知知知知らせるらせるらせるらせる””””    

（（（（ラルシュラルシュラルシュラルシュののののアイデンティティアイデンティティアイデンティティアイデンティティととととミッションミッションミッションミッション声明声明声明声明よりよりよりより））））    

1978 年かなの家が誕生した時、知的ハンディがある者

とない者が共に働き暮らすことを目指した。早朝から夜ま

で廃品回収の仕事に取り組み、同じ食卓を囲んだ。しか

し、相変わらず“障害者施設の入所者と職員”という権力

関係は引きずっており「ない者」は指導者であった。 

1986 年ジャンバニエが来日しラルシュの種が蒔かれた

時から、「ない者」は「ある者」の隠された宝物に気づき始

めた。「愛し愛されたい」という心の奥深くの叫びは誰にも

共通していて、みんなが共にいてくれる人を求めているこ

と、かえって「ある者」が、“心でつながる世界”を豊かに生

きており、「ない者」の導き手になることに気づいた。 

2001 年社会福祉法人の認可を受け障害福祉サービ

ス提供事業者となり利用者と提供者という関係も明らか

になった。ラルシュコミュニティーとして、「共に生きる」こ

とと「福祉サービスを提供する」こととをどのように両立

させてゆくか常に問い続けることが必要である。 

ラルシュのミッション声明にあるように「互いに関わり

成長してゆく」ことを目指し、知的ハンディの有る無しに

かかわらず共に不完全な者として与え合い受け取りあ

うという関わりを日々の暮らしにおいて大切にできるよ

うに導いて下さいと祈り願いたい。 

 

コミュニティーリーダーコミュニティーリーダーコミュニティーリーダーコミュニティーリーダー    西田西田西田西田    正志正志正志正志    

おおいしおおいしおおいしおおいしさんからのさんからのさんからのさんからの手紙手紙手紙手紙    

私は、かなの家に来て７年、畑、紙漉き、めぐみグループの活動などに携わってきました。 

最初に畑を任された時は、私に何が出来るの？どうやって仲間と接したらいいの？毎日が、

不安とプレッシャーで緊張していました。でも、気さくなアシスタントと仲間達に支えられ、少しず

つ不安も減り、畑での作業が楽しくなってきました。皆で作った野菜や紙漉き製品、石鹸などを

販売していて、お客様から「野菜おいしかったよ」「使ってよかったよ」と言う声を聞くと、やってい

て良かった、これからも頑張るぞという力に繋がり、仲間と喜びを分かち合えた日々を思い出し

ます。一日一日が、泣いたり、笑ったり、怒ったり、仲直りしたり、ハプニングの連続。でもそれ

が、かなの家らしいなって思います。 

２０１３年 ラルシュ・リトリートのご案内 

日々の暮らしを離れてゆったりとしたくつろぎのうちに 

心の声に耳を澄ませ、神様の呼びかけをきく４日間です。 

ロバートロバートロバートロバート    サックルサックルサックルサックルさんさんさんさん    （（（（ラルシュラルシュラルシュラルシュＵＳＡＵＳＡＵＳＡＵＳＡ    リトリートリトリートリトリートリトリート指導者指導者指導者指導者））））    

2013201320132013 年年年年 9999 月月月月 21212121 日日日日（（（（土土土土）～）～）～）～9999 月月月月 24242424 日日日日（（（（火火火火））））    ３３３３泊泊泊泊４４４４日日日日    

丹沢聖心学舎丹沢聖心学舎丹沢聖心学舎丹沢聖心学舎    神奈川県足柄上郡松田町寄神奈川県足柄上郡松田町寄神奈川県足柄上郡松田町寄神奈川県足柄上郡松田町寄 5910591059105910    

Tel  0465Tel  0465Tel  0465Tel  0465----89898989----233233233233３３３３ 

２０１3 ラルシュ・リトリート運営チーム（かなの家） 

Tel 054-206-0830 Fax 054-294-8070  

email larche kana@yahoo.co.jp 
Robert Sackel (ボブ) 

講師 

日時 

会場 

お申込 

この７年間、沢山の人と出会い、沢山の笑顔、沢山の優しさ、沢山の勇気をもらい、色々な事を学ばせて頂きました。

かなの家で培ったものは、これからの私をさらに成長させてくれると思います。これまで、支えて下さった沢山の皆様に 

感謝します。  本当にありがとうございました。これからもずっと、友達でいて下さい。 

    



こんなこんなこんなこんな石石石石けんけんけんけん作作作作ってみましたってみましたってみましたってみました♪♪♪♪    

皆さんオリーブオリーブオリーブオリーブ石石石石けんけんけんけんって聞いたことありますか？最近注目を浴びている石けんで、美容に

も良いとされています。 

なぜオリーブオリーブオリーブオリーブ石石石石けんけんけんけんなのかというと、油を構成している脂肪酸の成分の 80 パーセント前後

が人の肌になじみやすい「「「「オレインオレインオレインオレイン酸酸酸酸」」」」であり、天然の保湿成分である「「「「スクワレンスクワレンスクワレンスクワレン」」」」を自然な形で含んでいて、

さらに、これも天然の保湿成分であり、また、洗浄成分でもある「「「「グリセリングリセリングリセリングリセリン」」」」を多く含んでいるので、「「「「水分水分水分水分をををを

肌肌肌肌にひきつけながらにひきつけながらにひきつけながらにひきつけながら、、、、洗浄力洗浄力洗浄力洗浄力にににに優優優優れるれるれるれる」」」」という石けんの材料として抜群の性質をもっているのです。  

オリーブオリーブオリーブオリーブ石石石石けんってけんってけんってけんって高高高高いのいのいのいの？？？？    

値段は実に様々で、500 円前後から 2000 円以上するものがあります。これは、使用しているオリーブオイル

の質によるものと、原料に余計なものを使用しているのかどうか、ということです。余計なものとはわかりやすく

言うと、お弁当のおかずに添加物が入っているということです。 

かなの家のオリーブ石けんは 120ｍｌ、1000 円もするレバノンレバノンレバノンレバノン産産産産のエキストラバージンオリーブオイルエキストラバージンオリーブオイルエキストラバージンオリーブオイルエキストラバージンオリーブオイルを使用

しており、余計なものは一切入っていないオリーブオリーブオリーブオリーブ石石石石けんけんけんけんです。より多くの皆様にお使い頂きたいと考え、よりお

求め易い様、一個 1000100010001000 円円円円で販売致します。この機会にぜひ一度お求めください！ 

いつでもいつでもいつでもいつでも買買買買えるのえるのえるのえるの？？？？    

原料に使用しているオリーブオイルオリーブオイルオリーブオイルオリーブオイルは非常に高価な為、多く作る事が出来ません。一度に作れるのは 300300300300 個個個個と

少なく、年に数回しか作る事が出来ません。皆様には大変申し訳ありませんが、ご注文を頂いたお客様より順番に

販売してまいりますので、お早目にご注文を頂ければ幸いです。 

すでにお問い合わせも多く頂いておりますのでお早めに！         ≪ かなの家販売促進委員会 ≫ 

                        

    

ごごごご寄付寄付寄付寄付のおのおのおのお願願願願いいいい    

 日頃より、ラルシュかなの家を物心両面でご支援いただき心より感謝申し上げます。 

平成 24年度の寄付金の収支をご報告します。 

平成 25 年度より日中活動の場「まどい」の

収入（自立支援給付費）が 10％カットされま

した。これにより「まどい」の運営費が、４月

には約 60 万円の赤字となりました。さらに経

費の削減を進める予定ですが、どうぞ皆さまの

一層のご支援をお願いいたします。 

ラルシュかなの家 理事長 小松 大三 

    

 

 

 

 

 

 

寄付金収入 3,527,723円  

後援会より 1,820,000円  
収 
入 

内
訳 個人・団体より 1,707,723円  

支出  3,527,723円 

建設積立支出  1,000,000円 

ラルシュ会費・総会参加費  697,000円 

法人本部人件費  1,190,000円 

 
 

支 

出 内 

訳 

その他運営費として  640,723円 

維持協力費：12,000円 賛助会費：2,000円 後援会費：3,000円  

ラルシュ会費：3,000円 建設基金：5,000円 

ラルシュ・かなの家 

〒421-2114   静岡市葵区安倍口新田６５－５ 

TEL       ０５４－２０６－０８３０ 

FAX       ０５４－２９４－８０７０   

郵 便 振 込    00870-9-17938 ラルシュ かなの家 

E －MAIL    larche_kana@yahoo.co.jp 

ウエブ    http://www.larchejapan.org 

ブログ     http://www.blog.larchejapan.org 

←←←←《《《《ごごごご寄付寄付寄付寄付のののの区分区分区分区分をををを振込用紙振込用紙振込用紙振込用紙にごにごにごにご記入記入記入記入下下下下さいさいさいさい。》。》。》。》 


