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－１－ 

２００４年９月１日に開所した「くるみの里」は 19 年目を迎えます。ここまで来られたのも

応援して下さる皆様のおかげと心より感謝しております。現在は、新型コロナウイルス感染症の

流行のため、ボランティアの方々や地域の皆様との交流も制限せざるを得ない大変厳しい状況と

なっておりますが、引き続きのご支援、ご協力をお願い申し上げるとともに、皆様方の毎日が笑

顔あふれる一日であり続けることを願っております。 

くるみの里 開所 19年目！！ 

コロナ禍に入ってからは、店頭でのお声掛けができない

状況が続いています。その中でも、この様に多くのご寄付

をいただけますことに心より感謝申し上げます。 

平成１５年８月、この地域に開業されたイオンショッピ

ングセンター様。開業と同時期から、この企画に参加させ

ていただいています。 

今回も、当法人内 3事業所で平等に「洗剤、ゴミ袋、乾

電池」等、日常必要な品物をたくさん購入させていただき

ました。 

イオンモール扶桑店 様！ ありがとうございました。 

ご寄付金額 ￥３６，８００ 
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いちご狩り・まるは食堂 日帰り旅行!! 
 

２月中止になった『いちご狩り』急遽４月に実施を決定！待ちに待った

旅行にみんなの笑顔がこぼれます。 

大型バスに乗って、いざ・くるみの里を出発！天気も心も快晴、最初の

目的地いちご狩り澤田農園。バスを降り足早にビニールハウスへ直行、真

っ赤ないちごが出迎えてくれました。大きないちごを一口でパクリ、『甘

―い！』『おいしーい！』の声がハウスに響き、満面の笑みがたくさん咲

きました。そして次の目的地、まるは食堂へ出発！いちごでお腹は満たさ

れているのに、お口は次のエビフライモードへ。大きなエビフライを口い

っぱいに頬張り、ほっぺはずっとまん丸のまま。お土産もたくさん買い、

大満足。また行けるといいなぁ。 
 

くるみの里・くるみのお店合同行事 

まるは食堂での楽しい食事 

－２－ 

たくさん食べたよぉ 

嘱託医の渡部先生に訪問していただき、内科検

診を行いました。いつも地域の方から「くるみの

里はとても元気だ！！」と言っていただけます。

これからも、新型コロナウイルス感染症に負ける

ことなく、元気にお仕事をがんばっていきたいと

思います。 

くるみの里では、童謡「きらきら星」の約３０

秒ソングを歌いながら、手洗い・うがいをしっか

り徹底しています！！ 

マスク着用ができる仲間はしましょうネ！ 
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くるみの里 NEW FACE！ 

福祉実践教室・交流会 前半の部を終えて・・・ 

－３－ 

くるみの里（生活介護事業所）活動報告 

年間で 15 回程、江南市社会福祉協議会さんからご依頼により、市内外の小・中・高校で福祉実践教室

を行っています。くるみの里は、主に車いす教室を担当させていただいています。 

夏休み前に前半の部が終わりました。車いすを押したことはあっても、段差の乗り越え方や操作の仕方

がわからない方が多く見られます。実際に体験してみて「声掛けや段差の乗り越え方」が徐々にできるよ

うになり、最後、「普段歩いている目線と全然違って怖い」、「声掛けされるとすごく安心する」など当事

者の立場になっての感想を聞くことができました。 

福祉実践教室は【障害者からみる目線・気持ち】を多くの方と共有でき、すごくやりがいを感じていま

す。引き続き、後半の部も頑張ります！！ 
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１等 お米５キロ ８本 

２等 「くるみのパン屋さん」2,000円分のお買い物券 １０本 

３等 ビール 350ml ６本セット ２０本 

４等 佃煮２袋セット ２０本 

５等 「くるみのパン屋さん」500円分のお買い物券 ２０本 

６等 くるみの里手づくりクッキーセット ３０本 

７等 BOXティッシュ 1箱 無くなり次第終了 

社会福祉法人 くるみの里福祉会 

くるみの里感謝際 

くるみのパン屋さん１０周年記念最終企画 

昨年に引き続き、「くるみのパン屋さん」を中心に、日頃の感謝を込めて、

開催いたします！期間中、くるみのパン屋さんでパンの購入・喫茶利用５

００円毎に、三角クジが引けるお楽しみ企画を準備しました。今年も豪華

景品を取り揃えて、皆様のお越しを心よりお待ちいたしております。 

 
 開催期間：１０月８日(土)～１０月１５日(土) 

     (内：9 日、10 日、13 日は休業日) 

時  間：午前８：００～午後４：３０ 

場  所：くるみのパン屋さん 

住  所：江南市後飛保町西町７６ 

T E L：０５８７－５７－２８２２ 

 
 

土曜日限定で、綿菓子を

プレゼント！(数量限定) 

 

♪家族会バザー♪ 
くるみのパン屋さん前にて、

同時開催しております。ぜひ、

お立ち寄り下さい！ 
※コロナ感染状況により、中止の場合があ

ります。 

この事業は【赤い羽根共同募金分配金】

の助成を頂いております。 
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６月２５日（土）～７月２日（土）の６日間、リサイクルバザーと１日

中モーニング１食に付き１点、心ばかりのプレゼントをさせていただく『夏

の感謝祭』を開催しました。 

期間中、多くのお客様にご来店いただけ

ました。スタッフ一同感謝しております。 

ささやかながら『冬の感謝祭』を、12 月

17日～12月 24日の６日間行う予定です。 

スタッフ一同心よりお待ちしております。 

 

 

 

 

６月７日（火）放送のＮＨＫまるっと！の「ここにまるっと！」コーナーで、

くるみのお店の農福連携の取り組みが紹介されました。 

 普段から農作業を行っている平原様の農園で、ネギの収穫作業を撮影❕

取材当日、村上豊隆さんと柴垣智也さんが作業を行う中、記者の方から

柴垣さんが単独インタビュー‼。緊張しながら質問に答えていました。後日くるみのお店にて、ね

じ作業の様子も撮影。職員の藤岡も単独のインタビュー場面もあり、収録している様子を間近で見

ることができました。放送翌日には、仲間から柴垣さんに『智也さん映ってたね』『大きく映っていて

よかったね』などの声が事業所の中で響いていました。 

※東海 NEWS WEB にて当日放送された映像が見られます。いつまで見られるのかは不明です。 

https://www3.nhk.or.jp/tokai-news/20220607/3000022968.html 

くるみのお店感謝ウィークの報告！！ 

新しい仲間の紹介  

川瀬 友美さん（かわせ ともみ） 

－６－ 

インタビューに答える柴垣さん 

「ネギを抜くのが楽しいです」 

農作業をしている村上さん 

畝の側面を削っています 

くるみのお店でのねじ作業の様子 

川瀬(勇)さんと東さんも映りました 

好きな食べ物：お肉とお魚  

趣味：スポーツ観戦 

性格：はきはきした明るい性格です。 

目標：くるみのお店で、仕事をいろいろ頑張りたいです。 

家族会のみなさん、暑い中、 

ありがとうございました。 
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６月２２日（水）くるみのお店において、公益財団法人ヤマ

ト福祉財団様による助成金の贈呈式が行われました。 

ヤマト福祉財団は、心身に障がいのある人々の「自立」と

「社会参加」を支援することを目的に、1993 年 9 月 クロネ

コヤマトの宅急便の生みの親であるヤマト運輸株式会社元社長

小倉昌男氏（財団初代理事長）が個人資産の大半を寄付して創

設されました。 

贈呈式には、ヤマト運輸株式会社小牧主管支店長高橋様、

同マネージャー杉山様、ヤマト運輸動労組合小牧支部執行

委員長犬養様の３名がお越しになり、高橋様から岩田施設

長へ贈呈書が渡されました。 

同財団の「障がい者給料増額支援助成金」は、障がい者

の給料増額に努力し取り組む事業所・施設に対し、さらに

多くの給料を支払うための事業の資金として助成されます。

この助成金は工賃が全国平均より上回っていることが応募要件となっていますが、令和元

年度の B 型事業所全国平均工賃 16,369 円対し、くるみのお店の平均工賃が 22,511 円

であったため応募することができました。 

今回は助成金として２５０万円が贈呈していただけ

ましたが、自己資金を加えて軽貨物車、自走式草刈機、

充電式刈払機、充電式高圧洗浄機、乾湿両用ハイブリ

ッド集塵機、充電式運搬車、充電式バキューム＆ブロ

ア等を約２８０万円分（自己負担率 10％以上）購入

させていただきました。 

これらの購入した車両と機器は、工賃向上のために

大切に使わせていただきます。 

※後日ヤマト運輸労働組合小牧支部様より、11月から組合員への誕生日プレゼントとして 

くるみの里のお菓子詰め合わせセットを利用したいとのご注文をいただきました。 

 

 

 一般社団法人芳心会様は、元綜合警備保障株式会社代表取締役会長・ＣＥＯである村井温

氏を発起人として令和２年４月より活動を開始されました。

助成金は村井温氏個人からの寄付金として交付されます。 

今回は１００万円を助成していただけましたので、自己資

金を加え、約１１０万円で軽トラックを購入させていただき

ました。軽トラックは、農作業等での農業資材や収穫したネ

ギの運搬、小型耕運機・自走式草刈機の運搬等に大活躍して

います。 
―７― 

高橋様と岩田施設長 

購入した軽貨物車 

記念撮影 

購入した 

軽トラック 

購入した 

軽貨物車等 
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「くるみの家」コロナ感染‼ 

Aさん、38℃の熱は出たけど 3日目にはじっとして

いられずいつもの行動パターンに早変わり！ 

Bさん、熱は 37℃台。寝る事も無く、ニコニコ機嫌

よく、リビングで過ごしていました。 

その後、同居仲間 2人に感染し、お盆休みを挟んで

2週間外出禁止になってしまいました。 

「コロナにかかってしまった！」と身構えてしまい

ましたが、幸いにも重症にならず安堵しました。個人

差はありますが『風邪と変わり無い？』とも思いまし

た。「怖い、怖い。」と警戒していましたが…（実際に

怖い病気かもしれませんが…！）ワクチン接種が軽症

にしてくれたかも知れません。 

軽症で済んで本当にホットしています。 

くるみの家

８月は島田さんの誕生日。「８月、誕生

日。」と何度も言ってきます。今回は、ロ

ールケーキとブドウで誕生日のお祝い。 

仲間と職員からの歌のプレゼント。 

嬉しい誕生会でした。 

なの花の家 

７月は髙味さんの誕生日。夕飯は、髙味

さん希望のハヤシライス。そして、手作り

のケーキと仲間からのハッピバーズディの

歌に、思わず笑顔でピースサイン！ 

本人の希望メニューと手作りのケーキで

お祝いしてもらうことを、仲間はとても楽

しみにしています。 

ケアホームくるみ 

 赤しそを沢山いただきました。ちょっぴり 

付いていた虫を退治し、しそを煮詰め、クエン酸と砂糖

を加えて美味しいしそジュースが完成！早速、炭酸水と

氷で割り美味しく頂きました。 

コロナ感染があったことから、今年は少し長い夏休み

になりましたが、お楽しみの外出や買い物は我慢する

日々となりました。そこで、家に居てのお楽しみ「釜寅

さんの釜めし」を注文することにしました。 

一年振りの釜めしに大満足した仲間たちでした。 

－８－ 

８月７日、 

ぼくの誕生日！

日！ 
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令和４年度くるみの里福祉会 後援会総会の報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

くるみの里後援会のコーナー 

－９－ 

平素は、くるみの里後援会にご理解とご協力を頂き誠にありがとうございます。 

去る、６月４日（土）くるみのお店食堂にて、特別顧問の奥村悠二（元愛知県議会議員）様に

ご臨席を頂き、コロナ感染予防のため規模を縮小しての開催、無事終えることができました。 

１）令和３年度くるみの里福祉会後援会事業報告 

令和３年度くるみの里福祉会後援会事業内容につい

て、次のとおりご報告いたします。 

 

①会員の募集 

 賛助会員加入者目標数 ４００件 

  令和３年度 個人会員     ３７１件 

        団体・企業・お店  １７件 

          合  計   ３８８件 

 

②くるみの里福祉会への資金援助 

〇くるみの里施設整備借入金返済の補助 

 813,000 円（令和３年度分） 

＜詳細＞ 

H15.施設整備借入金： 

30,000,000円（独立行政法人福祉医療機構） 

返済期間：20 年（最終返済期間 2023年 12 月） 

残金：3,000,000円 （愛知県の補助金あり） 

〇くるみのお店施設整備借入金返済の補助 

 187,000 円（令和３年度分） 

＜詳細＞ 

H25.施設整備借入金： 

47,800,000円（独立行政法人福祉医療機構） 

返済期間：18 年（最終返済期間 2033年 8月） 

残金：30,140,000円（愛知県の補助金あり） 

 

③くるみの里会報への掲載（年５回） 

後援会の行事及び活動報告や会員の加入状況などに

ついて、「くるみの里後援会のコーナー」と題して、広

く会員の皆様に情報提供をしました。 

 令和３年度初めての取り組みとして、後援会に加入

していただいた方へのお礼状を 

くるみの里の利用者に作成してもらい感謝の気持ちを

届けました。 

 

④ボランティアさんとの協同 

ボランティアさんの協力を得て、手作り品の作成を

後援会の収益事業の一つとしてきました。毎月開催さ

れる金山駅での「福祉の店」が主な販売場所となり、

収益につなげることが出来ました。 

 

⑤役員会の開催 

05/08 令和３年度総会について他 

10/09 令和３年度前期会計報告について他 

02/26 令和４年度（2022 年度）総会について他 

04/23 令和４年度（2022 年度）総会について他 

２）令和３年度くるみの里福祉会後援会会計決算 

 

収入の部                 単位：円 

項 目 本年度予算額 本年度決算額 増・減（△） 

前年度繰越金 502,074 502,074 0 

会 費 1,200,000 1,055,500 △144,500 

寄附金 

（一般寄付） 
150,000 203,107 53,107 

事業収益 300,000 286,045 △13,955 

雑収入 10,000 12 △9,988 

合 計 2,162,074 2,046,738 △115,336 

 

支出の部                 単位：円 

項 目 本年度予算額 本年度決算額 増・減（△） 

くるみ積立金 500,000 500.000 0 

施設支援費 1,000,000 1.000.000 0 

原材料費 50,000 12.316 △37,684 

振込手数料 35,000 18.734 △16,266 

総会費 10,000 5.480 △4,520 

会議費 10,000 0 △10,000 

雑 費 50,000 12.974 △37,026 

予備費 507.074 497.234 △9,840 

合 計 2,162,074 2.046.738 △115,336 

※本年度決算額の予備費 497,234円は次年度に繰り越

します。 



第三種郵便物承認 令和４年８月３０日 増刊 （毎週火曜日） ＡＪＵくるみの里 会報 通巻第１４６３５号 

発行所／東海身体障害者団体定期刊行物協会  名古屋市中区丸の内３－６－４３ みこころセンター４F 

年会費 

 

 

 

 

（敬省略）・青貝たけ子・青木よう子・石井英治・石井一枝・石川ミチル・磯部淳子・板津孝則・ 

伊藤あゆみ・伊藤善誓・伊藤恵子・伊藤武彦・稲生三夫・井上奈津子・岩田雄介・岩田尚子・岩田彩々藍・ 

岩田龍之介・岩田英勧・岩田さやか・岩田優月・岩田陽志・岩田美津枝・岩田善雄・岩田京子・伊藤裕唍・ 

伊藤宏子・伊藤公佑・伊藤 唯・伊藤 彩・伊藤吉弘・稲垣朝子・石原真由美・石原洋樹・宇佐見晴久・ 

植村美希子・内山千聡・梅村美佐子・江口登志子・大池秀子・大塚淑子・大槻洋子・大森秀海・大森妙子・ 

尾形聡・奥村悠二・尾関昭・大脇富男・大脇絹子・掛布まち子・片山裕之・加藤久子・加藤直美・神山達雄 

河合裕子・川原 聖・川原由紀子・川村武・掛布吉政・菊池加代子・久保和子・楠美恵子・栗田祥子・ 

栗本修男・栗本明美・栗本康子・黒沢かつこ・黒川紀年子・畔柳俊二・畔柳 剛・香月孝子・小沢捨男・ 

小島康則・後藤勝・後藤康正・近藤俊枝・迫間真知子・佐々木雅明・柴山一生・清水多恵子・神野秀幸・ 

杉山千枝・助川久美子・鈴木生佐子・鈴木弘邦・鈴村富美枝・鈴村典子・須藤喜美・鷲見小枝子・関戸鋭子・ 

関谷美恵・千田和子・園田佐代美・滝浩史・滝直久・棚橋靖子・谷口町子・高島和幸・筒井忠重・筒井はな・ 

喫茶つるや・豊田保子・永田浩二・難波朋子・中村きわ・中室日利・中山聖英・二木祀子・阪尚代・服部明・ 

服部正代・浜口賀代・樋口ミチエ・久光千春・日野原妙子・福地春生・藤本茂子・堀場隆明・堀場通枝・ 

堀部裕子・的場徹・射場裕子・松下一司・水野忍・三谷純子・峰島厚・宮下勝子・三枝良子・村手靖子・ 

村松妙子・百瀬秀夫・百瀬裕子・百瀬智紀・森ケイ子・森昌彦・森晴代・矢野悦子・山内昌和・山田祐亮・ 

山川眞也・吉野愛子・横井修・古川和助・吉垣了一・渡部敬俊・高味美智代・高味美代子・川野正博・ 

川野久美子・川口義直・川口昌三・川口光子・佐々木弥生・佐々木幸一・佐々木陽子・林沙織・林 京佑・ 

近藤卓弥・近藤賢司・近藤佳代子・増田江里・増田孝一・増田勝代・川瀬勇人・川瀬孝光・川瀬ゆかり・ 

臼井めぐみ・加藤ちはる・小島 渚・小島秀子・井関保・井関美智子・堀井宣男・堀井健太郎・堀井明美・ 

町野友希・町野貞昭・町野吉美・森健太・森豊久・森浩子・大谷智昭・大谷菊江・柴田咲子・岩戸光子・ 

菊地春江・島田悠花・島田育子・鵜飼美知子・鵜飼豊・鵜飼洋子・大江直紀・大江しのぶ・南條真吾・ 

南條仁彦・南條素美恵・島田博記・川松貴志・川松八千代・川口久斗・清水昭寿・駒田暁樹・駒田雅光・ 

駒田眞弓・川田珠姫・川田秀幸・川田直美・加藤秀岳・加藤美紀代・垣添純也・垣添幸子・北折美子・ 

清水崇行・清水友晴・清水薫・村上豊隆・村上豊子・齊間瑠南・齊間謙介・山本恵里花・山本武司・ 

柴垣智也・柴垣典子・梅田知里・梅田めぐみ・沢崎良太・沢崎広太郎・沢崎麻美子・村井結夏・村井賢二・ 

村井清美・村井佳乃・尾関昭子・山崎泰晴・澤田奈々・東海翔・東美保子・花木亜佑珠・花木秀一・ 

長谷川智大・長谷川智一・長谷川洋子・加藤夕貴・岩田さつき・伊藤加寿美・杉山恵美・大池恵美子・ 

大野愛・大塚琴江・梶浦清美・角前成子・加藤由紀子・菊地るり子・木田寿賀子・古嶋裕子・古世美穂・ 

佐々政彦・鈴木幸一・鈴木圭一・髙島圭一・市瀬明美・坪内貢・徳田勝子・中村和義・服部浩二・ 

原恵美・長谷川久栄・平田知子・藤岡和俊・前田恭平・松島徳幸・松下美由紀・村田抄栄子・森貴子・ 

湯川茉香・吉田正樹・中村紗英・中村理恵・杉本采霞・杉本斉・杉本慎子・入木田萌・入木田博・ 

入木田幸子・入木田理恵・江口裕哉・江口秀和・江口ちえ子・伊東健一・伊東満翁・伊東勝子・岩下友希子・ 

岩下直樹・岩下千亜紀・野呂拓生・野呂裕・野呂広美・迫間真知子・宮地義量・森井謙士・近藤直美・ 

大西道子・栗本留美・斎藤幹枝・暮石珠代・風間晴美        （個人会員：３３９名 ８/２７現在） 

                              

アンシャンテ尾崎・伊髙撚糸（株）・花ぐや・影山工業（株）・コイワボンド岩田和浩・江南自動車販売（株）・ 

さくら保険（株）・昭和土建（株）・タイヤ館一宮・（有）どんぐり・日本システムクリエート（株）・ 

（有）プロショップカトー・松下食品（株）・松山建設（株）・メーキュー（株）・（有）山口水道工業・ 

                （団体・企業・お店会員：１６件 ８/２７現在） 

誤字脱字、記載もれがありましたらご連絡ください。 

 

 

 

※郵便振込口座番号※ 

００８８０－６－１１４６８７ 

※加入者名※：くるみの里後援会 
―１０― 

○個人会員       １口 ２，０００円 

○団体・企業・お店   １口 ５，０００円 

受付窓口：くるみの里（０５８７－５７－６４１８） 

２０２２年度・個人、法人会員新規加入・更新ありがとうございました。 

くるみの里後援会：新規加入、更新をよろしくお願いいたします。 


