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Ｑ：かなの家は好きですか？ 

うんの：好き 

 

Ｑ：かなの家で仲の良い人は？ 

うんの：江川さん、言さん、松永さん、ゆきさん 

 

Ｑ：かなの家祭りではどうでしたか？ 

うんの：楽しかった 

 

Ｑ：お祭りでは何を歌いましたか？ 

うんの：きよしのバイヨン 

 

 

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 
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↑海野裕子さん 周りを良く見ていて、

困っている人がいると助けてくれるお

姉さん的な存在。氷川きよしの大ファ

ンで、きよしの歌ならなんでもこい！

の明るく優しい海野さんです。 

○ かなの家インタビュー ○ ～かなの家のお姉さん、海野裕子さん～ 

 

←海野さんの描く絵は、温かみがあ

り、せっけんを購入された方への

ありがとうカードに使用していま

すが、「気持ちの伝わる良い絵」と

して大好評なんです。 

AJU 

ありがとう 

なにもなかった一日に  

おもいださない一日にも 

なにも言わずに 

あなたがいてくれた一日に 

ありがとう 

おめでとうクリスマス   

そしてありがとう 

あなたが生まれてきてくれたことに 

いまここに私たちがいることに 

 

 
 

この１年支えて下さりありがとうございます。かなの家一同 

なにもなかった一日に  

おもいださない一日にも 

なにも言わずに 

あなたがいてくれた一日に 

ありがとう 

（真美・まさみ） 
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ラルシュ研修行ってきました！ 

 

 

十一月のある日 

 

長くかなの家の作業所に通ってこられた 

松田修さんが、しばらく体調を崩して入院さ

れていました。治療をして体調も戻り今月別

の病院へ移られました。ゆっくり、ゆっくり、

のんびり、のんびり行きましょう。 

 

 入院してからは、同じ作業所からの帰り道

に毎日病室へ見舞ってくれた仲間の人がいま

した。翌日には昨日の病室での様子を話して

くれ、一進一退の様子が見てとれ、少し心配

したり、快方に向かっていると聞けばホッと

したり。 

アシスタントな ひとこま その七 

 

 

唯々これからの病院生活が穏やかに過ご 

していけることを願っています。 

乗り物が大好きで、病室へ行くと 

「バスで来た？」と聞かれました。 

 体調が良くなったら、かなの家に遊びに 

来られるといいですね。 

    

 そろそろかなの家も歳末の空気が漂い始

めています。手洗い、うがいをしっかりや

ってこの冬を乗り越えるとしましょう。 

             

（裕美・ひろみ） 

10月にラルシュ責任者研修がトロリーで行われ参加することができました。 

6日間の長い研修でした。そのなかで学んだことを報告します。 

ラルシュを作るまえ、ジャンバニエは世界をよくしたいと考えていました。有名な哲学者や神学者と勉強していたのです。

37 歳のとき、人生の道を探していたのですが、二人の障がいを持つなかまと生活を始めました。そこで、障がいを持つなか

まによってジャンバニエ自身が変えさせられました。助けようと思っていたのですが、助けられました。学問で世界を変えようと

思っていたのですが、障がいを持つ人との関係、友情によって自分自身が変わった経験をしたのです。これが、ラルシュの始

まりでありアイデンティティのひとつであります。 

 また、このラルシュの道は、ジャンバニエの祈りをとおして歩んだということです。「私がどのように生きることをイエスが望んで

いるか？」と祈り続けてきた 87 歳ですと始まる、11 月 13 日、パリで起きたことに対してのジャンバニエの記事がありまし

た。祈りが大切なひとつのラルシュの柱になっています。 

ラルシュはカトリックの信仰の元で始まりました。しかし、カトリックだけには止まりませんでした。プロテスタントと共に歩み、

インドではキリスト教以外の宗教とも一緒に歩んでいます。バングラデシュのラルシュはイスラム教とキリスト教が共に暮らす

コミュニティとして、一つのしるしとなっています。このようにラルシュはその国の文化を尊重し、そこに根差すことを目指してい

ます。 

 日本ではどうでしょうか？神道、仏教などの文化のなかで育まれた祈りが、ラルシュと出会うことはできるのでしょうか？ 

東北大震災の廃墟で祈る僧侶の写真を見て感動したことがあります。また、世界中にあるAA（アルコール依存症から回

復するための共同体）では、神のことを「自分を超えた大きな力」「自分なりに理解した神」と言っています。かなの家はカ

トリックの信仰で始まりましたが、ラルシュのアイデンティティを持ちながら、より開かれていき、障がいを持つ人との関係で変

わることができることを日本で伝えていけたらと願っています。 

 （言・げん） 

 



祝い方を学ぶのは大事なことです。癒しと一致へと進んでいく過程でわたしたちはひ

とつの身体であることを祝います。共に感謝し、踊り、演じ、歌い、笑います。そう

です、どの祝いも真に祝福であり、大きな喜びの祝祭です。 

    ジャン・バニエ 『ひとつとなるために―生命の破れと光』 (257―258) 

日本基督教団出版局  訳者 小塩トシ子 永沢道子 

   

                                         祝うことと、祝われること、どちらも嬉しい出来事です。なかまの人たちの多様な姿から、教えられます。     

（愛実・まなみ） 

 

 

 

 

 

こんにちは、千葉県柏市の「ぶどうの家」です。 この家には、4 人の仲間

達が共同生活をしています。色々と日々沢山の出来事がありますが、ぶどうの

家を開所してから、来年で 8 年目を迎えます。月日の経つのは早いものです。

今では、浅草の「信仰と光」と交流も行い、毎月の集いを「ぶどうの家」のメ

ンバーも楽しみにしています。 

 

「信仰と光」の高木五栄子さん・美生さん親子、滝口明子さん・健太朗くん親子

も、「ぶどうの家」に何度も遊びに来てくれて、賑やかになりました。 また、「ぶ

どうの家」の仲間達も、島田恵子さん、ドミニコ会の渡邉神父様との毎月の夕食会、

そして食後の書道をしてからの分かち合いを楽しみにしています。 小さな種では、

ありますが、少しずつ実を結んでいるのを実感し、神様に感謝してます。                 

NPO 法人葡萄の家   東美野子（あずま みやこ） 

西手友一（にして ゆういち） 

 

 

かなの家に来てもう 1 カ月 になった、とても感謝して、 皆と一緒に生活することが うれしいです。ことばは

あまり通じない わたしにとってやさしいですね とてもありがたいです。 

突然、こころハウスにきていろいろな面倒をかけたかも、江川さんと青野さんと野村さん  、3 人にお世話にな

りました。これからもよろしくね。江川さんの ボディ・ランゲージ 1 番上手 だから、私にとって分かりやすいで

す。青野さんは１番熱心な人です。言葉が通じないにもかかわらず、毎日  あったことを シェアしてくれる 面白

い人ですね。野村さんの 性格 はユーモアな人 です。とても親切 だし 距離がない人です 

毎日、それぞれの家で晩ご飯を食べられるおかげで政一さんと友達になった 。そして、たまに 、お酒をのんだ

り話したりしました。 楽しかったですよ。 

日本と Larche Vancouver の生活の仕方が違うので 、もっと いろいろな文化   

と習慣 になれるようこれから頑張りたいと想う。最後、本当にみんなとかなの家で  

一緒に生活することになったことを とても感謝しています。 

su wen より   （台湾の友達に日本語訳してもらいました。） 

 

 

 

 

スーウェンさんは台湾出身の女性で長年カナダのラルシュで生活してきました。 

現在は国際ラルシュから任命され、アジアのラルシュコミュニティとのパイプ役となり、 

同時にラルシュを目指すグループと共に歩むために派遣されています。 フィリッピンのリーダー 

レットレット（前側）と 
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＜いぶき新築へ向けてご支援のお願い＞ 

 

日頃よりラルシュ・かなの家への温かいお気持ちとお祈りをありがとうございます。 

この間お願いをしている「いぶき」新築の件ですが、当年度市に対し 2000万円の助成金を申請

しましたが、見送りとなり、当年度の着工は不可能な状況となりました。来年以降も新築へ向け

て一同取り組んでまいりたいと考えております。 

 

かなの家の仲間は「明るい」とよく言われます。先月末に行われた、ラルシュかなの家祭りでは、

仲間が中心になり、お客さんを「迎え」温かい空気で会場を包みました。仲間の中に隠されてい

る「人と人とを結び合わせる力」「人を肩書きや能力でなく、ありのままで迎え入れる力」という

ものが現れた時間でした。過度の競争の中で生きている私たちが失い、もしくは忘れかけている

「心を中心にして生きている」仲間の姿から私たちが学ぶものは多いと思います。 

その仲間たちが平和に過ごせるすまいを、皆様の手でどうぞ支えてくださいますよう、心より 

お願い申し上げます。 

【会計報告】 

2014年度寄付収入 3,724,008円 うち建設用 545,000円 

2015年度寄付収入（11月 25日現在） 2,183,580円 うち建設用 395,000円 

 

※皆様からお寄せいただくご寄付等は、税法上寄付控除の対象となります。領収書をご希望の方

は、恐れ入りますがその旨を振込用紙にご記載下さると有難いです。     （横井・よこい） 



2015年なつ号からご寄付下さった方・献品して下さった方 

（6月 3日～11月 26日現在。敬称を略させていただきました） 

（個人の方）長野楽・きみゑ、飛田益美、白石幸子、高倉尚、鈴木直子、森田照子、山田修 

小島和子、高野啓子、石神衣子、新井明子、佐藤実、小野田眞吾、寺田淳子、坂本慎二、 

寺西英夫、高塚幸子、猪原英雄、神澤光江、古戸義雄・満智子、北村喜子、渡瀬行子、 

宇佐記幸、水野寿美子、森崎典子、今林正子、中島教子、勝本正之、大竹律子、金野由之 

神林眞弓、田中三一子、鵜沢進、道下ケイ子、清水初江、田浦隆、藪中良彦、武井陽一 

小岩井正子、今津房子、伊藤海子、兼清啓司、佐藤操子、斉藤啓介、石原晶子、ボンド真弓 

小川正三、岩城文子・雅次、江川康輝、石津雅宏、浅野一恵、堀川絵津子、増田とき枝 

草島豊、中谷功、長谷部和夫、平石裕哉、岡本みどり、白石仁美、菅純恵、吉沢美佐子 

武井志津子、植山利彦、大久保奈緒、藤三枝子、酒井雅治、永武三重子、西本洋子、前田理 

平野昭子、神藤尋子、田中克恵、宮坂研一、佐藤昭信、萱場千賀子、中村裕子、及川幸子 

斉藤栄子、鈴木あき子、田中栄子、内海眞、津川怜子、清水基、岡橋慶治、小野武、舛岡泉 

高木陽子、桑田喜美子、小林まどか、村本徹也・宏美、松浦由佳子、大島弘子、池内桂子 

松屋輝美、西田正志、大石扶美子、近藤順子、松村清子、岡野幸子、桂正枝、三輪直子 

渡辺幸子、増井勝男、小木曽健次、池村久美子、場崎洋、澤田通子、森山薫、平岩智子 

中田久美子、前田トシ子、本井昭子、舛岡泉 

 匿名１２  

（団体）カルメル会修道院（泰阜）、栄光学園・愛の運動委員会、福音の光修道会（廿日市） 

幼きイエス会静岡修道院、愛徳幼稚園（垂水）、カトリック茅ヶ崎教会有志の皆様 

静岡模型教材協同組合、上智大学カトリック学生の会、カトリック茅ヶ崎教会バザー委員会 

安倍口町内会、日本聖公会横浜教区エッファタの集い、カトリック保土ヶ谷教会 

カトリック秦野教会有志の皆様 

献品 森川信子（食品）佐藤昭信（食品）山田喜美子（菓子）今林良（菓子）牛嶋敦子（食

品）春名香織（食品）株式会社アイエイアイ（野菜）飛田益美（葉書）佐藤冨美子（食品） 

政島香織（食品）山田修（珈琲）、近藤久美子（果物）カトリック茅ヶ崎教会（食品） 

静岡英和学院大学人間社会学部コミュニティ福祉学科（菓子）網倉守人（果物） 

小島和子（消耗品）原木祥行・美香子（お米）佐藤実（お米）報徳佐野農園（食品） 

（株）サクラクレパス（絵の具）奥津隆雄（食品）山口多佳士（食品）三輪直子（菓子） 

深澤正一（珈琲）二俣川教会・野の百合の会（物品）斉藤啓介（食品）小林まどか（物品） 

匿名４、 

 

皆さま、本当にありがとうございました。漏れのある方、匿名希望の方がおられましたら、お手数で

すがどうぞご連絡下さるようお願いいたします。 



 

たぶん第 25回かなの家祭り 

～ハッピーハロウィン～2015 報告 

  

10 月 31 日(土)にかなの家祭りが行われ、当日は地域の方や遠方の方、本当に大勢の方々が来てくれまし

た。今回は初めてハロウィンの日にお祭りとなって、会場の飾りつけもかわいいものが出来ました。稲穂を

乾燥させる時に建てる稲架掛け(はさかけ)を会場の舞台につくり収穫祭のイメージも演出することができま

した。カナロックでは仲間の演芸のほかにも、スルガダルクのバンド演奏や磐田教会ブラジルコミュニティ

のダンスなどがありお祭りを盛り上げてくれました。仲間のお客さんを迎える姿や、舞台での表現を見て、「あ

りのままの自分でいいんだ」という感想をお持ちになってくださった方がいました。かなの家祭りがラルシ

ュの精神を伝える大きな役割を果たしているのだと知ることが出来ました。 

お祭りに様々な形で参加してくださった皆様、本当にありがとうございました。来年もよろしくお願いい

たします。またのご来場をこころよりお待ちしております。               （啓・けい） 

 

 

 

青春なんて甘くはないけど 元いた繭には戻れない 

触れることを恐れ 触れられるのを拒んでも 

愛し合いたいという望みから 

逃げることは できない    （香織・かおり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～コミュニオンやらざあーー！！～ Let’s have  COMMUNION!! 

仁さんの夢にあらわれた 

女の子 

仁画伯は 

ただいま還暦まっさかり! 

はっそう所から 

 

「品物ありがとうございました。安心して使えます。オリーブ石けん気に入っています。 

プレゼントでも喜んでもらっています。皆様お元気でご活躍ください。」 

茨城県牛久市 池内桂子さま   

「シャンプーとリンスを使い始めてから、２０年たちます。髪はサラサラでしなやかさを維持しています。」 

          埼玉県越谷市 新沼雅美さま 

「最初友人にもらって以来、我が家のお風呂石けんはずっと『かなせっけん』です。赤ちゃんの孫にも 

 安心して使えます。これからもよろしくお願いします。最後まで大事に使います。」 

岡山県倉敷市 洲脇栄子さま 

 

お客様が代金を振込まれた際に、振込用紙の小さな通信欄に記して下さったメッセージの一部です。 

多くの方からお手紙、メールも含めて戴いているのですが、紙面の都合で今回は三名の方を選ばせて頂き、 

ご快諾の上で全文掲載させていただきました。                    

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 
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郵 便 振 込   00820-4-153325 ラルシュ かなの家         ＊ Ｆａｃｅｂｏｏｋのページもあります。 
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