ももたろう基金【第 2 次助成】

実 施 事 業

事業実施報告書

被災した透析患者に対しての居場所づくりケア
2018 西日本豪雨災害 被災者支援事業

実 施 者 名 NPO 法人岡山県腎臓病協議会
助 成 金 額
受 益 者 数

２００，０００円
直接受益者

５０名

（間接受益者

１０

名）

※イベント実施や複数回実施事業は別紙で各回の人数等、対象者数のわかる資料を添付ください。

実施した事業の内容・成果

中間報告

＜実施内容＞

2019.1.17(木)

第一回絵手紙教室＆茶話会・相談会 in 岡田仮設団地
支援物資０円フリーマーケット
2019.2.14(木) 第二回絵手紙教室＆茶話会・相談会 in 岡田仮設団地
2019.4.23(火) 第三回絵手紙教室＆健康相談会・茶話会 in 岡田仮設団地
9019.5.14(火) 第四回絵手紙教室＆健康相談会・茶話会 in 岡田仮設団地
2019.7.18（木）第五回絵手紙教室＆健康相談会・茶話会 in 岡田仮設団地
2019.8.29（木）第六回絵手紙教室＆健康相談会・茶話会 in 岡田仮設団地
2019.9.12（木）第七回絵手紙教室＆健康相談会・茶話会 in 岡田仮設団地
2019.11.14（木）第八回絵手紙教室＆健康相談会・茶話会 in 岡田仮設団地
2019.12.12（木）第九回絵手紙教室＆健康相談会・茶話会 in 岡田仮設団地
＜成果＞
2019.1.17(木)
参加者

被災者 １４名、岡山県腎協 ４名、支援ボランティア１名
合計１９名
０円フリーマーケット 約３０名
・岡田仮設団地で初回開催、絵手紙で笑顔が見られ、月１回の継続開催の要望を受ける。
2019.2.14(木)
参加者 被災者 ２０名、岡山県腎協 ３名、支援ボランティア１名
合計２４名
バレンタイン party 幼児、学生の参加もありにぎやかに開催。
色紙を利用し雛飾りを作成。水没で飾りを無くされている。部屋に飾る物を作りたいとの希望
が多い。
2019.4.23(火)
参加者 被災者 １５名、岡山県腎協 ３名、支援ボランティア１名
合計１９名
雛飾りに続き、色紙を利用してこいのぼりを描く。こいのぼりや５月飾りの思い出話に花が咲
く。一年近くなると高血圧や糖尿病の相談も増え、社協支援員さんとの連携強化重要
9019.5.14(火)
参加者 被災者 １５名、岡山県腎協 ３名、支援ボランティア１名
・まっすぐ上を向いて！ 筍産地の真備町、りっぱな筍がかけました。
気持ちも上を向けそう、勢いもあります。頼もしいです。

合計１９名

2019.7.18（木）

参加者 被災者 １５名、岡山県腎協 ３名、支援ボランティア１名
合計１９名
あれから一年、慰労のランチ会 フェリーチェさんのサンドウィッチと果物
作品は扇子を作成、コーヒーフィルターを開いて描き貼り付けました。
マイ扇子にみなさんにっこり。
2019.8.29（木）
参加者 被災者 １３名、岡山県腎協 ３名、支援ボランティア１名
合計１７名
・お月見会 各自がお月さまとウサギを描き、額に入れそれをみながらお団子をいただきまし
た。『ここに来るときは笑える、頑張ろうと思う』との言葉ありがとう。
2019.9.12（木）
参加者 被災者 １２名、岡山県腎協 ３名、支援ボランティア１名
合計１６名
・秋の野菜・果物を描きました。子供たちもクレヨンで上手にお絵かき。場がなごみます。
2019.11.14（木）
参加者 被災者 １２名、岡山県腎協 ３名、支援ボランティア１名
合計１６名
・クリスマスカードは色紙を使いサンタクロースを作り貼り付け。少し早い年賀状作成。
かわいいネズミが描かれました。はがきにコピーし各２０枚をプレゼント
2019.12.12（木）
参加者 被災者 １５名、岡山県腎協 ３名、支援ボランティア１名
合計１９名
・好きなものを描こう! リンゴやみかんを描く。かぼちゃのようなリンゴもあり、爆笑のひと時
一年間の作品をカレンダーにしてプレゼント。クリスマス会 ケーキとコーヒー今まででいち
ばんおいしい。
１１月 真備支え合いセンター 倉敷市の被災者に配布する絵手紙ハロウィン・年賀状
寒中見舞いを支援させていただきました。
活動の様子（写真などを添付してください）

第 1 回絵手紙教室茶話会で作品紹介

第 2 回絵手紙教室

作品

講師

絵手紙教室の様子

作成中の様子

被災者さんの絵手紙作品

お母さんと子供様子

活動の様子（写真などを添付してください）

第 3 回絵手紙教室茶話会で作品紹介

第 4 回絵手紙教室＆相談会

第 5 回絵手紙教室＆相談会

第 6 回絵手紙教室＆相談会

第 7 回絵手紙教室＆相談会

講師

絵手紙教室の様子

被災者さんの絵手紙作品

第 8 回絵手紙教室＆相談会

第 9 回絵手紙教室＆相談会

作成中の様子

決算報告

（※原則として領収書の写しを添付いただきます。）
今回実施した事業の決算内容は下記の通りです

費目

金額（円）

ももたろう基金助成金

200,000

西日本豪雨災害義援金(自己資金)

収
入
の
部

95,108

収入合計
費目

算出根拠
絵手紙

金額（円）

材料 1～７回 顔彩 ３セット ハガキ パウチ その他材料費

絵手紙 お菓子他1～6回 お菓子 お茶 紙コップ他
①当プログラム助成金 対象費
絵手紙
目

絵手紙

295,108

56,838
43,622
91,000

講師料 1～7回 講師料 @13000×７回

8,540

交通費 1～7回 講師交通費 @1220×７回

当プログラム助成金（このプロ
グラムで集めた寄付金）を充る
費目

小計

支
出
の
部

1～９回 顔彩

1セット、

200,000
筆

材料費

33,489

絵手紙

材料

絵手紙

印刷費1～９回 見本・ポスターコピー

15,171

絵手紙

講師料８.９回 講師料 @13000×２回

26,000

絵手紙

交通費8.9回

絵手紙 お菓子

交通費

7.8.9回お菓子

@1220×２回

2,440

コーヒー等費用

18,008

②その他費目
当プログラム助成金（このプロ
グラムで集めた寄付金）を充て
ない費目

小計

95,108

支出合計

295,108

寄付者へのメッセージ
当協議会は会費収入で運営しています。
この助成金で会員以外の被災者の方へ支援ができ、大変ありがたく思います。
また、岡山県はみんなで作る財団、岡山 NPO センターの活動が活発であり、支援をしたいでも何
をすればよいのかわからない、資金が無い団体の助けになっています。全国をリードした活動を
いただき、感謝しています。

今後の活動
今後は、月一回の絵手紙教室＆茶話会の継続
年齢層にあった支援事業の意見も出てきているため、笑い文字、
バルーン教室や落語会など、被災者の方々のご意見を伺いながら長く継続していきたい。
絵手紙教室の合間には、全国から寄せられた物資支給や、笑い文字ハガキの配布を個別相談会で
配布しています。
1.2.4.5.7.8.9.111.12 月９回の訪問を実施しました。
当初、透析患者への支援の予定でしたが、病院の閉鎖と自宅損壊で移転の被災患者が多く
２０２０年１月にまび記念病院ほぼ全員の患者が帰ることが出来ます。
２０１９年１月から、社協の紹介で岡田仮設団地へ対応してきました。
今後も継続しての訪問要望や、１年前ごろより体調悪化（高血圧・糖尿病・認知症）もみられ
健康相談にも力を入れてきました。
病院や支援員の方との連携で対応継続したいと思っています。

