**********

わらびの会 活 動 **********

（ 2015 . 4. 1 ～ 20 16 . 9.30）
２０１５年（平成２７年）
４月１１日 わらびの会 第１１５回 運営委員会
４月１０日 H２７年度 第２回 わらびの会１０周年記念誌編集委員会
４月１３日 第８３回「がじゅまるの家」スタッフミーティング
４月１５・１６・１７日 ピアサポート活動
４月２８日 H２７年度 第３回 わらびの会１０周年記念誌編集委員会
５月 ９日 わらびの会 平成２７年 理事会
５月１０日 イオン琉球 イエローレシート贈呈式
５月１１日 第８４回「がじゅまるの家」スタッフミーティング
５月１３・１４・１５日 ピアサポート活動
５月２４日 わらびの会 第１１回 総会
５月２６日 琉球大学医学部附属病院ボランティア導入について 打ち合わせ会
５月２９日 パーソナルサポートセンター受講生５人・職員５人ハウス見学（説明）
５月３０日 ファミリーハウス「がじゅまるの家だより１３号」発行
５月３１日 東京おもちゃ美術館スタディーツアー沖縄３８人ハウス見学（説明）
６月 ４日 病院ボランティア小委員会 参加（儀間）
６月 ８日 消防訓練（自主訓練） 実施
６月 ８日 第８５回「がじゅまるの家」スタッフミーティング
６月１０日 琉球大学医学部附属病院・藤田次郎病院長訪問（ボランティ導入説明・儀間）
６月１３日 わらびの会 第１１６回 運営委員会
６月１７・１８・１９

ピアサポート活動

６月２５日 かりゆし長寿大学校 ２３期生 １２人ハウスボランティ活動
６月２７日 第４回 わらびの会 １０周年記念誌編集委員会
７月１１日 わらびの会 第１１７回 運営委員会
７月１３日 第８６回「がじゅまるの家」スタッフミーティング
７月１５・１６・１７ ピアサポート活動
７月２３日 三和金属より寄付金贈呈
７月２８日 沖縄ワクワクフィト実行委員会 代表砂辺さんより 寄付金贈呈
８月 ８日 わらびの会 第１１８回 運営委員会
８月１０日 第８６回「がじゅまるの家」スタッフミーティング
８月１０日 ハウススタッフ AED 講習会
８月１９・２０・２１

ピアサポート活動

講師：島元秀文氏 （フクダ電子）

８月２０日 盲導犬「がじゅまるの家」訪問（日本盲導犬協会）
８月２２日 第１９期「こども支援病院ボランティア養成講座」開講
９月 ４日 わらびの会 １０周年記念 パネル展示キャラバン（於：県立北部病院 9/18 まで）
９月 ６日 沖縄国際大学人間福祉学科社会福祉専攻２年生１７人と教授ハウス見学（説明）
９月８・１０日 平成２７年度 ２５期 かりゆし長寿大学校 健康福祉学科 火曜日コース３２人、
木曜日コース３０人 来訪。わらびの会の会活動について説明・ハウス見学
９月１１日 第５回 わらびの会 １０周年記念誌編集委員会
９月１２日 わらびの会 第１１９回 運営委員会
９月１４日 第８７回「がじゅまるの家」スタッフミーティング
９月１６・１７・１８日

ピアサポート活動

９月２１日 わらびの会１０周年記念 北部地域親の会 ワークショップ開催
（於：北部地域障がい児・者親の会 綾 事務所）
９月２４日 わらびの会 １０周年記念パネル展示キャラバン（於：県立南部医療センター・こども
医療センター10/9 まで）
９月２５日 第６回 わらびの会 １０周年記念誌編集委員会
１０月 ４日 県民公開シンポジウム どう変わった沖縄県の小児医療
～ 県立南部医療センター・こども医療センター開院１０周年を迎えて ～
沖縄県市町村自治会館 2 階自治会館ホール（発表/儀間）
１０月 9 日 第７回 わらびの会 １０周年記念誌編集委員会
１０月１０日 わらびの会 第１２０回 運営委員会
１０月１３日 第８８回「がじゅまるの家」スタッフミーティング
１０月１３日

わらびの会 １０周年記念パネル展示キャラバン
（於：琉球大学医学部附属病院１０/２６まで）

１０月１４・１５・１６日

ピアサポート活動

１０月１７・１８日 JHHH ネットワーク会議 札幌 （比嘉・宮里・儀間 参加）
１０月２３日 国際ソロプチミスト沖縄 認証４０周年記念式典にて寄付金贈呈式
（真栄田理事長出席）
１０月２４日 第８回 わらびの会 １０周年記念誌編集委員会
１０月２６日 ハウス運営協議会 開催（事業団主催）
１０月２６日 わらびの会だより １０号発行
１１月 １日 宮古あまいるの会 ワークショップ（川上・吉本・儀間 参加）
１１月 １日 わらびの会 １０周年記念パネル展示キャラバン（於：県立宮古病院 １１/１３まで）
１１月 ２日 わらびの会 １０周年記念パネル展示キャラバン（於：沖縄赤十字病院 １１/１３まで）
１１月 ５日 金秀青少年育成助成金採択・贈呈式（久場川 出席）
１１月 ７日 おきでん 対話旬間清掃ボランティア活動 職員４４人参加
１１月 ９日 第８９回「がじゅまるの家」スタッフミーティング

１１月 ９日 ファミリーハウス「がじゅまるの家だより１４号」発行
１１月１３日 沖縄地域ビジョン大学院２０１５にて講話（儀間）
１１月１４日 わらびの会 第１２１回 運営委員会
１１月１８・１９・２０日

ピアサポート活動

１１月１８日 わらびの会 １０周年記念座談会（於：県医師会 会議室）
（参加：真栄田・宮城・安慶田・具志・田頭・真栄城・儀間）
１１月２０日 わらびの会 １０周年記念パネル展示キャラバン（於：県立中部病院 １２/４まで）
１１月２４日 防火管理者講習会（久場川 受講）
１１月２６日 病院ボランティア 小委員会（儀間 参加）
１１月２７日 第９回 わらびの会 １０周年記念誌編集委員会
１１月２７日 第３回 わらびの会 合同クリスマス会 ボランティア準備作業（於：沖縄国際大学）
１１月２８日 ピアサポートセミナー 初級編 開催
１１月２９日 ピアサポート スキルアップ勉強会 開催
１１月３０日 ピアサポート勉強会（石垣市 病気や障害を抱える親のための）（崎山・儀間 参加）
講師：田中千鶴子先生（昭和大学保健医療学部看護学科 教授）
１２月 １日 わらびの会 １０周年記念 パネル展示キャラバン（於：県立南部医療センター・
こども医療センター 成人外来側 １２/１４まで）
１２月 ２日 ピアサポート 振り返り会議
１２月 ４日 わらびの会 合同クリスマス会全体会議（於：こども医療センター）
１２月１１日 第１０回 わらびの会 １０周年記念誌編集委員会
１２月１２日 第３回 わらびの会 合同クリスマス会 開催（参加２２１人）
１２月１２日 わらびの会 第１２２回 運営委員会
１２月１４日 がじゅまるの家 消防訓練及び第９０回「がじゅまるの家」スタッフミーティング
１２月１６・１７・１８日

ピアサポート活動

１２月１７日 県立 看護大学・セミナー受講学生 ハウス訪問
１２月１９日 明治安田生命保険会社 職員１０人 ハウス清掃ボランティア
１２月２１日 がじゅまるの家 クリスマス会
１２月２６日 第１１回 わらびの会 １０周年記念誌編集委員会

２０１６年（平成２８年）
１月 ９日 第１２回 わらびの会 １０周年記念誌編集委員会
１月１２日 第９２回「がじゅまるの家」スタッフミーティング
１月１３日 わらびの会 新年会
１月１３・１４・１５日 ピアサポート活動
１月１６日 わらびの会 第１２３回 運営委員会

２月 ６日 県立南部医療センター・こども医療センター １０周年記念式典
（真栄田理事長、宮城・親川副理事長、真栄城・儀間理事 参加）
２月 ８日 第９３回「がじゅまるの家」スタッフミーティング
２月 ８日 公益財団法人 みらいファンド沖縄５周年イベント ドネーションパーティ＆
サンクスデー （久場川・儀間 参加、預かり保育の報告）
２月１２日 盲導犬（日本盲導犬協会）がじゅまるの家 来訪
２月１３日 第２０期 こども支援病院ボランティア養成講座 開講
２月１７・１８・１９日 ピアサポート活動
２月１９日 フードバンク活動報告および情報交換会 参加（儀間）
２月２０日 わらびの会 第１２４回 運営委員会
２月２４日 小児慢性特定疾病児童支援関係者連絡会議 （那覇市保健所地域保健課）
出席 儀間
２月２４日 平成２７年度 第８回 ボランティア小委員会 参加 （久場川）
２月２５日 平成２７年度 さわやか助け合い基金推進研究会 参加（儀間）
（徹底研究、寄付について学ぼう）
２月２９日 さきやま歯科クリニックより 寄付金贈呈
３月 ５日 第１３回 わらびの会 １０周年記念誌編集委員会
３月１１日 平成２７年度後半 ピアサポート活動振り返り会（ １０名参加）
３月１２日 わらびの会 第１２５回 運営委員会
３月１４日 第９４回「がじゅまるの家」スタッフミーティング
３月１５日 北部病院ピアサポート活動に向けてお願いと打ち合わせ会
（金城・福峯・崎山・儀間 参加 ）
３月１６・１７・１８日

ピアサポート活動

３月１９日 第１４回 わらびの会 １０周年記念誌編集委員会
３月３０日 平成２７年度 第２回 ボランティア運営委員会・ボランティア小委員会 参加（儀間）

２０１６年（平成２８年）
４月 １日 沖縄県小児慢性疾病児童自立支援事業（ピアカウンセリング業務）委託契約
４月４日～８日 ピアサポート活動（平成２８年度より 月５回活動）
４月 ９日 わらびの会 第１２６回 運営委員会
４月１１日 第９５回「がじゅまるの家」スタッフミーティング
４月１２日 佐久本薫院長・宮城雅也母子センター長 訪問（ピアサポート活動 協力依頼）
４月１６日 ノバルティスファーマー（製薬会社）社員６人 ハウスボランティア活動
４月２２日 平成２７年度 共同募金による 配布内定通知書交付式 参加（儀間）
４月２８日 かりゆし長寿大学校 ２４期健康福祉学科卒１８人 ハウス清掃ボランティア活動
４月２８日 事業団 仲本朝久 専務理事 来所（就任挨拶）

５月 ８日 第２１回 幸せの黄色いレシートキャンペーン贈呈式 参加（久場川・崎山・儀間）
５月９日～１３日 ピアサポート活動
５月 ９日 第９６回「がじゅまるの家」スタッフミーティング
５月１３日 ハウス多目的室増築工事着工

工期：平成２８年８月３１日予定

５月１４日 わらびの会 平成２８年 理事会開催
５月２２日 わらびの会 第１２回 総会（於：南部医療センター・こども医療センター ２階講堂）
５月２６日 平成２８年度 第１回 ボランティア運営委員会・小委員会合同委員会 参加（儀間）
５月３１日 沖縄県小児慢性特定疾病児自立支援委託事業（ピアカウンセリング）に関して、
県・宮古・八重山保健所との打ち合わせ会（崎山・儀間 参加）
６月１１日 わらびの会 第１２７回 運営委員会
６月１３日 消防訓練・第９７回「がじゅまるの家」スタッフミーティング
６月２０日～２４日 ピアサポート活動
６月２９日 金秀青少年育成財団助成金 贈呈式（親川 出席）
６月３０日～７月１日 ピアサポーター実地研修―国立成育医療センター、東京都立 小児総合
医療センター、神奈川県立 こども医療センター（参加：福峯・諸見里・儀間）
７月 ２日 第３８回 こどもの難病シンポジウム～より良い在宅医療の実現のために～
（主催：認定 NPO 法人難病のこども支援全国ネットワーク、於：東京）
わらびの会ポスター展示 （参加：福峯・諸見里・儀間）
７月 ４日 全国小児病棟遊びのボランティアネットワークの皆さん７人 ハウス見学・交流
７月 ９日 わらびの会 第１２８回 運営委員会
７月１１日 第９８回「がじゅまるの家」スタッフミーティング
７月１２日 沖縄大学 福祉文化学科 島村ゼミ生１２人 ハウス見学＆意見交換
７月１９日 鹿児島県 こども福祉課課長他１人 ハウス見学
７月２５日～２９日 ピアサポート活動
８月 １日 ハウス多目的室増築工事 竣工検査
８月 １日～５日 ピアサポート活動
８月 ３日 ハウス多目的室 引き渡し（鍵＆完成図書他３冊 受領）
８月６・７日 第１７回 JHHH ネットワーク会議、ファミリーハウスフォーラム２０１６
～英国小児ホスピスの現場から～ 参加 谷口 （於：東京）
８月 ８日 第９９回「がじゅまるの家」スタッフミーティング
８月１１日 第２１期「こども支援病院ボランティア養成講座」開講 （受講者２５人）
８月１３日 わらびの会 第１２９回 運営委員会
８月２３日 一般社団法人 UTT 仲田英安・喜美子氏 来所
８月２６日 日本赤十字九州国際大学 教員３人 来所
８月３１日 「こども夢プロジェクト」検討委員会 開催
９月 ３日

ファーストライティングテクノロジー社 ハウス清掃ボランティア活動

９月 ５日 南風原町新川地内の排水管布設工事に伴う断水（２２：００～５：００）
タンク設置・・・南部水道企業団
９月 ７日

ハウスワックス清掃（１０：００～１６：００ 沖縄美装管理株式会社）

９月 ８日

かりゆし長寿大学校 ３０人 ハウス施設見学＆講話

９月 ９日

フードバンクセカンドハーベスト、サントリー（東京） ３人 来所

９月１２日

第１００回「がじゅまるの家」スタッフミーティング

９月１３日

かりゆし長寿大学校 ３２人ハウス施設見学＆講話

９月１５日

平成２８年度 ハウス運営協議会

９月１５日

沖縄サンゴ 北村社長 来所

９月３０日

平成２８年度 第４回 合同クリスマス会打合せ会

※ 毎月、わらびの会 会計監査（下地寛一 税理士事務所より来所）
※ わらびの会 １０周年記念誌 編集委員会 開催（平成 28 年は 4/2,23,5/30,6/4,6,18,25,
7/16,30,8/20,23,24,9/6,17,24,28 ）

