
ご無沙汰しました。
NPO法人のぞみ会のぞみホーム・みんなのハウスです。
だいじょぶにゃん通信を発行したい、発行せねば、発行するぞ、と思っていながら前回の通信発行か
らもう4年とちょっと、本当に月日の経つのは早いものです。4年の間に「のぞみホーム」が通所
介護事業所に加え住宅型の有料老人ホームになったり、「みんなのハウス」がすばらしくきれいになっ
たりと少しずつ変身しました。これは、皆さんにご報告せねば、とがんばって『だいじょぶにゃん通
信５号』発行に至りました。
そして ｢のぞみホーム｣ も 2019 年 7月1日で 26年目を迎えました。
「認知症になっても、障害をもっても住み慣れた地域でその人らしく居られる場所の提供」。
「ここで死ねてよかった」と思ってもらえるような終の棲家としての暮らしと介護の提供。
それらをゆるぎなく粛々と続けてきました。
自分でもびっくりするぐらいの年月をのぞみホームで過ごしています。
10年、いや 20年以上一緒にいるスタッフも健在。それなりに年をとりました。
のぞみホームを利用しているお年寄りに限らず、スタッフそれぞれを認め合い、足りないところを補
い合いながら理念をもって活動中です。
めげることも本当に多々ありますが、「だいじょぶにゃん」と皆
に暗示をかけ、自分にも 1000 万回ぐらい言い聞かせながら、
のぞみホームはお年寄り、スタッフ、地域の皆さんとともに歩ん
でいきたいと思っています。
これからもどうぞよろしくお願いいたします。
なおこれからは心を入れ替えて、「だいじょぶにゃん通信」は春
号と秋号の年２回、発行してまいります。

（のぞみホーム 奥山 久美子）

住 み 慣 れ た 地 域 で そ の 人 ら し く い ら れ る こ と の 大 切 さ。

2019年9月1日 第5号〔年2回 春・秋 発行〕 のぞみホームは1993年7月1日この地に生まれ26歳になりました！
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●夜空を見る会 
さむーい夜に甘酒でも飲みながら星を望遠鏡でのぞい
てみよう。寒すぎたり星が出ないときはハウスに避難
して楽しむ。
（詳細は回覧板かハウスの掲示板でお知らせ） 

●餅をつく会 
毎年恒例 12月 28日です。

餅をついてくださる方を大募集。 

●注連飾り（しめかざり）を作る会 
歳神様を迎えるために神聖な場所を示す注連飾りを
作ってみよう。
（詳細は回覧板かハウスの掲示板でお知らせ） 
 
●新年、お抹茶を楽しむ会 
気を引き締めてお抹茶を点てて楽しみましょう。 
囲炉裏で楽しむのも有りです。焼き饅頭でも…。 
（詳細は回覧板かハウスの掲示板でお知らせ） 

のぞみホームを応援する会が再始動です。 
あの頃は若かった応援する会メンバーもみんな平等におじさんに
なって…。 
このまま、ただのおじさんではいられないと、おじさんパワーで
応援する会が動き出しました。 
まずはペットボトルの収集。毎週金曜日の 10時に収集作業と網
に入れる作業を行っています。報奨金の一部は「みんなのハウス」
のイベントの足しにしてくれ！とのこと。地域の方たちとワイワイ
楽しめるようがんばります。 
暮れは餅つき、障子の張替えと活躍する予定。お若いメンバーも
大募集です。 
（応援する会は、地域のつながりが今以上に希薄になることや、
定年になった仲間たちや自分自身のことなどを心配して、再結成
されました） 

のぞみホームを応援する会、再結成！
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奥山

編集後記　去年は暑い中お年寄りとの散歩のしすぎで血尿。
今年は辞書の文字が見えにくくなりハズキルーペの購入を
検討。こんなはずでは…、身体の衰えに見舞われてますが、
ハーモニカサークルに参加し、ギターの個別レッスンもは
じめました。はたまたこんなはずでは…、と思うぐらい楽
しい時間を過ごしています。皆さんも何かをするのに「遅
い」と言うことはありませんよ。私が身を持って断固証明
致します。誰かギター参加して！ 

義母が今年 4月末、約 4年間過ごした「のぞみホーム」で静かに息を引き取りました。入居か
ら看取りまで丁寧な介護を尽くしてくれたスタッフの方々には感謝の言葉しかありません。
義母を通しホームと関わる中で、特に印象深かったのが地域との強いつながりでした。地元住民
も協力した火災避難訓練の実施をはじめ、餅つき大会やおでんパーティー、のぞみホームを応援
する会による施設の補修など地域とホームが一体となった活動は、福祉と地域社会の理想形を見
るようでした。
なかでも、2年前の 12月に住民有志らが実行委員会を組織し、ホームの環境整備などを目的に
開催したチャリティー「現代国際巨匠絵画展」。私も委員の一人として参加しましたが、ずぶの
素人集団が見事なチームワークで無事展覧会を終えたときの達成感は忘れられません。
20年ほど前になりますか、高齢者雑誌の依頼で奥山施設長を取材したことがあります。様々な
質問に的確に応じ、地域と施設の在り方について語る奥山さんに対し、「若いのに肝の据わった
人だ」と感じました。今もその思いは変わりませんが、加えるならば懐の深さが増したことでしょ
うか。屈託のない笑顔に、それが表れています。 （大栗 隆）

寄　稿

誰でも使って「せるふだわ☆のぞみ」

「みんなのハウス」に足を踏み入れたら100円

コーヒーマシーンにて100円でコーヒーか何かを飲む。
後は自由にどうぞ。座れる場所ならどこでも可。
お友達と来ておしゃべり。仕事をする。本を読む。仕
事をサボりに来る。
家で 1人でクーラーを使うのはもったいないから涼み
にくる。2階のネコを見たり触ったりしに来る。
子供でも 100 円持って遊びにくる。だらだら過ごす、
勉強する。ゲームする。てんぷらの会までの時間を潰す、
など。

「みんなのハウス開放中」の
のぼり旗が目印（基本は毎日）



2015年 ●介護保険制度の改正により小規模型通所介護事業所から地域密着型通所介護事業所となる

2017年

●自主事業のお泊りの部分が住宅型有料老人ホームとなる
●のぞみホーム内のミニリフォームとたまった不用品の運び出し
●地域の方たちに実行委員をお願いして3日間にわたり「現代国際巨匠絵画展」を開催する。延べ546
人の方が訪れる。 
実行委員の方たちのすばらしい動きに脱帽し準備から開催までの3ヶ月間、実行委員会だ、ポスター配
布だと時間を作っていただきみなさんに感謝。

2018年

●有料老人ホームになったことに伴いスプリンクラーを設置。
●みんなのハウスの大掃除＆片付け
●物置の片付けをこつこつ行う
●感謝を込めて、のぞみホームでは恒例の「おでんパーティ｣ を久しぶりに開催

2019年

●7年間続いた「もくれんカフェ」を発展的店じまい
●「みんなのハウス」の活動内容がリニューアル
●ホーム入り口のアプローチと庭が整備されきれいになる。
●「のぞみホームを応援する会」が再結成される

「お茶会のぞみ」
参加費300円・第1・３月曜日の10時～12時 
「のぞみサロン」
参加費500円・第１・３火曜日の14時～16時

管理者：奥山（草履です）久美子〔看護師・社会福祉主事・認知症介護指導者養成研修修了〕
食事担当：藤平（コック長）美智子〔介護支援専門員・介護福祉士〕
オムツ類担当：谷原（最年長）恵子〔准看護師・ヘルパー 2級〕
車輌・研修担当：奥山（自由人）茂樹〔介護福祉士・社会福祉主事〕
食材担当：篠原（きっちり）章郎〔介護福祉士・ヘルパー 2級〕
記録物担当：大輪（そろりそろり）俊夫〔介護福祉士〕
廃棄物担当：山口（どっしり）美有喜〔ヘルパー 2級〕

のぞみホームのスタッフ 

畑担当：篠崎（ミラクル）美和子〔ヘルパー 2級〕
衣替え担当：田中（チャリンコ）順子〔ヘルパー 2級〕
洗濯物担当：両角（足ガール）志津香〔ヘルパー 3級〕
事務・お茶会のぞみ：淀川（ワーイ！）光子〔事務〕
のぞみサロン：中田（日本酒）和克〔社会教育主事・児童福祉主事・社会福祉主事〕

以上 12名

のぞみ会のあゆみ

物忘れが気になって認知症が心配…
「てんぷらの会」は

地域の夕食会

「てんぷらの会」
参加費500円（子供は300円）
第2金曜日　17時～20時お貸ししますルーム

　いろんな団体の集まりやサークル活動に使ってください

決まりごと (ご利用料金 他） 
・1時間500円 
・冷暖房使用時は1時間600円 
・ごみは持ち帰る。 
・前もって利用の予約をする。

現在の利用団体
・お達者サロン 
・手芸クラブ 
・エンジョイハーモニカ 
・ギター教室 
・歌声喫茶 
・まねきねこ・みぶ

利用料は、みんなのハウスの消耗品費・維持管理費になります。

地域の中で誰もが集える

　　　「みんなのハウス」

◆家庭的な雰囲気の中で
　自分らしく最期まで…。
◆定員 7名
◆要介護区分 1～ 5まで、
　認知症の方も入居できます。
◆要支援、自立の方は
　ご相談ください。 

〔提携医療機関〕 
蔵の街診療所（内科・外科・整形外科） 
〒 328-0027 栃木市今泉町1丁目17番 29号 
TEL 0282-29-3131 

君島歯科医院（歯科） 
〒 321-0217 壬生町至宝3-10-4 
TEL 0282-82-7474 

●ご利用時間：8時 30分～ 17時（ご相談に応じます） 
●ご利用地域：壬生町 
●送　　　迎：ご自宅まで送迎いたします 
●開　所　日：月曜日～土曜日（祝祭日も開所しています） 
●休　　　日：日曜日 
●定　　　員：10名 
●スタッフ　：看護師、介護福祉士、ヘルパー 2級 

勤務継続年数 10年以上のスタッフが認知症のお年寄りに寄り添い
一人一人に合った介護を提供いたします。

一日の流れ

　8：30 到着　バイタル測定

10：00 お茶　入浴　体操

12：00 昼食

13：00 入浴　体操

15：00 おやつ　お楽しみ活動

17：00 出発

2015年 ●介護保険制度の改正により小規模型通所介護事業所から地域密着型通所介護事業所となる

2017年

●自主事業のお泊まりの部分が住宅型有料老人ホームとなる
●のぞみホーム内のミニリフォームと、たまった不用品の運び出し
●地域の方たちに実行委員をお願いして、3日間にわたり「現代国際巨匠絵画展」を開催する
　延べ546人が訪れる
　準備から開催までの3ヶ月の間、実行委員会だ、ポスター配布だ、と時間を作っていただいた実行委員
の方たちのすばらしい活躍に脱帽し皆さんに感謝

2018年

●有料老人ホームになったことに伴いスプリンクラーを設置
●みんなのハウスの大掃除＆片付け
●物置の片付けをこつこつ行う
●感謝を込めて、のぞみホームでは恒例の「おでんパーティ｣ を久しぶりに開催

2019年

●7年間続いた「もくれんカフェ」を発展的に店じまい
●「みんなのハウス」の活動内容がリニューアル
●ホーム入り口のアプローチと庭が整備され、きれいになる
●「のぞみホームを応援する会」が再結成される

住宅型有料老人ホーム
のぞみホーム

地域密着型通所介護

NPO法人のぞみ会
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みんなのハウスは地域の中で誰もが集える場として、サロンやカフェなどいろいろな活動の提案と場所

の提供をしてきました。

元気なうちにいろんなことに参加できる機会があれば、「いざ」と言うときに支えあえる居場所になりや

すいのではないかと思うからです。

自分の好きな趣味の会やサークル活動など気軽に集まれる場所として使ってみませんか。

最期まで地域で自分らしく暮らしていくための活動を、今できることからはじめませんか。そして「いざ」

というときの自分のための居場所づくりと考え、一緒に活動しましょう。認知症予防に！体力づくりに！

趣味の活動に！仲間作りに！

認知症予防を目的とした「お茶会のぞみ」や「のぞみサロン」
では自宅でもできる簡単な体操をします。
ギターやハーモニカの演奏会、脳トレ。
折り紙を折っての手作業や山野草の寄せ植えなどにも挑戦。
おいしいコーヒーを飲みながらおしゃべり。
毎回活動メニューが変ります（簡単体操とコーヒーブレイ
ク有り）。
楽しめることを楽しみましょう。

家で言えば居間にあたる「みんなのハウス」に集まりワイワイ
とおしゃべり。 
ちょっと呑みたい方は飲み物持参で参加しています。 
飲み物のほかに、趣味の楽器を持ち込み演奏会がはじまったり
（前々回は篠笛、前回はギター）、それをＢＧＭに心配事の相談
をしたり、赤ちゃん連れで来てくださる方もあり、赤ちゃんの
泣き声がまたまたよかったり（赤ちゃんを抱かせてもらい懐か
しい感触に浸る方多数）。 
とにかく単純にワイワイと食事をする。もし、それぞれの思い
や悩みごとがあったらそれらを解決に向けて何かにつなげてい
く、という会です（イベントも企画中）。

お子様の参加も
お待ちしています！
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●のぞみホーム内のミニリフォームとたまった不用品の運び出し
●地域の方たちに実行委員をお願いして3日間にわたり「現代国際巨匠絵画展」を開催する。延べ546
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実行委員の方たちのすばらしい動きに脱帽し準備から開催までの3ヶ月間、実行委員会だ、ポスター配
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●みんなのハウスの大掃除＆片付け
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●ホーム入り口のアプローチと庭が整備されきれいになる。
●「のぞみホームを応援する会」が再結成される

「お茶会のぞみ」
参加費300円・第1・３月曜日の10時～12時 
「のぞみサロン」
参加費500円・第１・３火曜日の14時～16時

管理者：奥山（草履です）久美子〔看護師・社会福祉主事・認知症介護指導者養成研修修了〕
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オムツ類担当：谷原（最年長）恵子〔准看護師・ヘルパー 2級〕
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記録物担当：大輪（そろりそろり）俊夫〔介護福祉士〕
廃棄物担当：山口（どっしり）美有喜〔ヘルパー 2級〕

のぞみホームのスタッフ 

畑担当：篠崎（ミラクル）美和子〔ヘルパー 2級〕
衣替え担当：田中（チャリンコ）順子〔ヘルパー 2級〕
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のぞみサロン：中田（日本酒）和克〔社会教育主事・児童福祉主事・社会福祉主事〕

以上 12名

のぞみ会のあゆみ

物忘れが気になって認知症が心配…
「てんぷらの会」は

地域の夕食会

「てんぷらの会」
参加費500円（子供は300円）
第2金曜日　17時～20時お貸ししますルーム

　いろんな団体の集まりやサークル活動に使ってください

決まりごと (ご利用料金 他） 
・1時間500円 
・冷暖房使用時は1時間600円 
・ごみは持ち帰る。 
・前もって利用の予約をする。

現在の利用団体
・お達者サロン 
・手芸クラブ 
・エンジョイハーモニカ 
・ギター教室 
・歌声喫茶 
・まねきねこ・みぶ

利用料は、みんなのハウスの消耗品費・維持管理費になります。

地域の中で誰もが集える

　　　「みんなのハウス」

◆家庭的な雰囲気の中で
　自分らしく最期まで…。
◆定員 7名
◆要介護区分 1～ 5まで、
　認知症の方も入居できます。
◆要支援、自立の方は
　ご相談ください。 

〔提携医療機関〕 
蔵の街診療所（内科・外科・整形外科） 
〒 328-0027 栃木市今泉町1丁目17番 29号 
TEL 0282-29-3131 

君島歯科医院（歯科） 
〒 321-0217 壬生町至宝3-10-4 
TEL 0282-82-7474 

●ご利用時間：8時 30分～ 17時（ご相談に応じます） 
●ご利用地域：壬生町 
●送　　　迎：ご自宅まで送迎いたします 
●開　所　日：月曜日～土曜日（祝祭日も開所しています） 
●休　　　日：日曜日 
●定　　　員：10名 
●スタッフ　：看護師、介護福祉士、ヘルパー 2級 

勤務継続年数 10年以上のスタッフが認知症のお年寄りに寄り添い
一人一人に合った介護を提供いたします。

一日の流れ

　8：30 到着　バイタル測定

10：00 お茶　入浴　体操

12：00 昼食

13：00 入浴　体操

15：00 おやつ　お楽しみ活動

17：00 出発

2015年 ●介護保険制度の改正により小規模型通所介護事業所から地域密着型通所介護事業所となる

2017年

●自主事業のお泊まりの部分が住宅型有料老人ホームとなる
●のぞみホーム内のミニリフォームと、たまった不用品の運び出し
●地域の方たちに実行委員をお願いして、3日間にわたり「現代国際巨匠絵画展」を開催する
　延べ546人が訪れる
　準備から開催までの3ヶ月の間、実行委員会だ、ポスター配布だ、と時間を作っていただいた実行委員
の方たちのすばらしい活躍に脱帽し皆さんに感謝

2018年

●有料老人ホームになったことに伴いスプリンクラーを設置
●みんなのハウスの大掃除＆片付け
●物置の片付けをこつこつ行う
●感謝を込めて、のぞみホームでは恒例の「おでんパーティ｣ を久しぶりに開催

2019年

●7年間続いた「もくれんカフェ」を発展的に店じまい
●「みんなのハウス」の活動内容がリニューアル
●ホーム入り口のアプローチと庭が整備され、きれいになる
●「のぞみホームを応援する会」が再結成される

住宅型有料老人ホーム
のぞみホーム

地域密着型通所介護

NPO法人のぞみ会
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みんなのハウスは地域の中で誰もが集える場として、サロンやカフェなどいろいろな活動の提案と場所

の提供をしてきました。

元気なうちにいろんなことに参加できる機会があれば、「いざ」と言うときに支えあえる居場所になりや

すいのではないかと思うからです。

自分の好きな趣味の会やサークル活動など気軽に集まれる場所として使ってみませんか。

最期まで地域で自分らしく暮らしていくための活動を、今できることからはじめませんか。そして「いざ」

というときの自分のための居場所づくりと考え、一緒に活動しましょう。認知症予防に！体力づくりに！

趣味の活動に！仲間作りに！

認知症予防を目的とした「お茶会のぞみ」や「のぞみサロン」
では自宅でもできる簡単な体操をします。
ギターやハーモニカの演奏会、脳トレ。
折り紙を折っての手作業や山野草の寄せ植えなどにも挑戦。
おいしいコーヒーを飲みながらおしゃべり。
毎回活動メニューが変ります（簡単体操とコーヒーブレイ
ク有り）。
楽しめることを楽しみましょう。

家で言えば居間にあたる「みんなのハウス」に集まりワイワイ
とおしゃべり。 
ちょっと呑みたい方は飲み物持参で参加しています。 
飲み物のほかに、趣味の楽器を持ち込み演奏会がはじまったり
（前々回は篠笛、前回はギター）、それをＢＧＭに心配事の相談
をしたり、赤ちゃん連れで来てくださる方もあり、赤ちゃんの
泣き声がまたまたよかったり（赤ちゃんを抱かせてもらい懐か
しい感触に浸る方多数）。 
とにかく単純にワイワイと食事をする。もし、それぞれの思い
や悩みごとがあったらそれらを解決に向けて何かにつなげてい
く、という会です（イベントも企画中）。

お子様の参加も
お待ちしています！



ご無沙汰しました。
NPO法人のぞみ会のぞみホーム・みんなのハウスです。
だいじょぶにゃん通信を発行したい、発行せねば、発行するぞ、と思っていながら前回の通信発行か
らもう4年とちょっと、本当に月日の経つのは早いものです。4年の間に「のぞみホーム」が通所
介護事業所に加え住宅型の有料老人ホームになったり、「みんなのハウス」がすばらしくきれいになっ
たりと少しずつ変身しました。これは、皆さんにご報告せねば、とがんばって『だいじょぶにゃん通
信５号』発行に至りました。
そして ｢のぞみホーム｣ も 2019 年 7月1日で 26年目を迎えました。
「認知症になっても、障害をもっても住み慣れた地域でその人らしく居られる場所の提供」。
「ここで死ねてよかった」と思ってもらえるような終の棲家としての暮らしと介護の提供。
それらをゆるぎなく粛々と続けてきました。
自分でもびっくりするぐらいの年月をのぞみホームで過ごしています。
10年、いや 20年以上一緒にいるスタッフも健在。それなりに年をとりました。
のぞみホームを利用しているお年寄りに限らず、スタッフそれぞれを認め合い、足りないところを補
い合いながら理念をもって活動中です。
めげることも本当に多々ありますが、「だいじょぶにゃん」と皆
に暗示をかけ、自分にも 1000 万回ぐらい言い聞かせながら、
のぞみホームはお年寄り、スタッフ、地域の皆さんとともに歩ん
でいきたいと思っています。
これからもどうぞよろしくお願いいたします。
なおこれからは心を入れ替えて、「だいじょぶにゃん通信」は春
号と秋号の年２回、発行してまいります。

（のぞみホーム 奥山 久美子）

住 み 慣 れ た 地 域 で そ の 人 ら し く い ら れ る こ と の 大 切 さ。

2019年9月1日 第5号〔年2回 春・秋 発行〕 のぞみホームは1993年7月1日この地に生まれ26歳になりました！
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●夜空を見る会 
さむーい夜に甘酒でも飲みながら星を望遠鏡でのぞい
てみよう。寒すぎたり星が出ないときはハウスに避難
して楽しむ。
（詳細は回覧板かハウスの掲示板でお知らせ） 

●餅をつく会 
毎年恒例 12月 28日です。

餅をついてくださる方を大募集。 

●注連飾り（しめかざり）を作る会 
歳神様を迎えるために神聖な場所を示す注連飾りを
作ってみよう。
（詳細は回覧板かハウスの掲示板でお知らせ） 
 
●新年、お抹茶を楽しむ会 
気を引き締めてお抹茶を点てて楽しみましょう。 
囲炉裏で楽しむのも有りです。焼き饅頭でも…。 
（詳細は回覧板かハウスの掲示板でお知らせ） 

のぞみホームを応援する会が再始動です。 
あの頃は若かった応援する会メンバーもみんな平等におじさんに
なって…。 
このまま、ただのおじさんではいられないと、おじさんパワーで
応援する会が動き出しました。 
まずはペットボトルの収集。毎週金曜日の 10時に収集作業と網
に入れる作業を行っています。報奨金の一部は「みんなのハウス」
のイベントの足しにしてくれ！とのこと。地域の方たちとワイワイ
楽しめるようがんばります。 
暮れは餅つき、障子の張替えと活躍する予定。お若いメンバーも
大募集です。 
（応援する会は、地域のつながりが今以上に希薄になることや、
定年になった仲間たちや自分自身のことなどを心配して、再結成
されました） 

のぞみホームを応援する会、再結成！

発　行　特定非営利活動法人のぞみ会 
　　　　六美南部地区の地域福祉を考える会 
　　　　〒321-0200 栃木県壬生町壬生丁145-10 
　　　　TEL 0282-82-7204　FAX 0282-82-7254 
発行人　渡辺　みゆき 
編　集　だいじょうぶにゃん通信 編集部　奥山　久美子 
協　力　六美南部地区自治会 
　　　　のぞみホームを応援する会 
URL　http://www.nozomi-h.org 
MAIL　nozomi-h@guitar.ocn.ne.jp 

制作・印刷　認定NPO法人チャレンジド・コミュニティ チャレンジド IT センター

のぞみ会
イベント情報
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奥山

編集後記　去年は暑い中お年寄りとの散歩のしすぎで血尿。
今年は辞書の文字が見えにくくなりハズキルーペの購入を
検討。こんなはずでは…、身体の衰えに見舞われてますが、
ハーモニカサークルに参加し、ギターの個別レッスンもは
じめました。はたまたこんなはずでは…、と思うぐらい楽
しい時間を過ごしています。皆さんも何かをするのに「遅
い」と言うことはありませんよ。私が身を持って断固証明
致します。誰かギター参加して！ 

義母が今年 4月末、約 4年間過ごした「のぞみホーム」で静かに息を引き取りました。入居か
ら看取りまで丁寧な介護を尽くしてくれたスタッフの方々には感謝の言葉しかありません。
義母を通しホームと関わる中で、特に印象深かったのが地域との強いつながりでした。地元住民
も協力した火災避難訓練の実施をはじめ、餅つき大会やおでんパーティー、のぞみホームを応援
する会による施設の補修など地域とホームが一体となった活動は、福祉と地域社会の理想形を見
るようでした。
なかでも、2年前の 12月に住民有志らが実行委員会を組織し、ホームの環境整備などを目的に
開催したチャリティー「現代国際巨匠絵画展」。私も委員の一人として参加しましたが、ずぶの
素人集団が見事なチームワークで無事展覧会を終えたときの達成感は忘れられません。
20年ほど前になりますか、高齢者雑誌の依頼で奥山施設長を取材したことがあります。様々な
質問に的確に応じ、地域と施設の在り方について語る奥山さんに対し、「若いのに肝の据わった
人だ」と感じました。今もその思いは変わりませんが、加えるならば懐の深さが増したことでしょ
うか。屈託のない笑顔に、それが表れています。 （大栗 隆）

寄　稿

誰でも使って「せるふだわ☆のぞみ」

「みんなのハウス」に足を踏み入れたら100円

コーヒーマシーンにて100円でコーヒーか何かを飲む。
後は自由にどうぞ。座れる場所ならどこでも可。
お友達と来ておしゃべり。仕事をする。本を読む。仕
事をサボりに来る。
家で 1人でクーラーを使うのはもったいないから涼み
にくる。2階のネコを見たり触ったりしに来る。
子供でも 100 円持って遊びにくる。だらだら過ごす、
勉強する。ゲームする。てんぷらの会までの時間を潰す、
など。

「みんなのハウス開放中」の
のぼり旗が目印（基本は毎日）


