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特定非営利活動法人グループリビング川崎会報誌 

     オリーブ通信   

～地域交流で新鮮な実を結びたい～ 

 
総会を終えて 

   ～新理事長あいさつ～ 

ＮＰＯ法人グループリビング川崎 理事長 原 眞澄美 

 
2001 年、ＣＯＣＯ湘南台の西條節子さんにお会いし、その生き方に感動を覚えて以来、

多くの方々の賛同を得て、ＣＯＣＯ宮内が立ち上がりました。 

賛同して集まってくる仲間は、何を求めているのでしょう。 何が良くて、ここにくるので

しょう。 私の場合は、ここでなんとなく幸せを感じる事ができるからです。 

幸せって何か、と思ったら、カウンセリングルームにこんなことが書いてありました。 

幸せとは、 1）ありのままの自分を愛する。 

      2）自分の身近な人々を愛する。 

      3）自分の住んでいる町を愛し、楽しく生活する。 

      4）自分の長所、好きなこと、得意なことを活かし、社会参加していく。 

特に 4）は、ＮＰＯのメンバーが実行している事そのものです。 自分が幸せになると、その

まわりの人たちも幸せに染まっていくものです。 ＣＯＣＯ宮内から発信した幸せが、地域に

広がっていったらいいと思います。 

 そして、今年の目標は１０人の生活者のうち、あと 2 人の仲間をさがすことです。 

１０人そろった生活者の人たちとそれをささえていく地域の人たちが一緒に乾杯できる日を

皆で実現していきましょう。 

                    

 

 
 
 
 
 
 

 

COCO 宮内からのメッセージ 
生活者が主体となって暮らし方を決めて、地域の人たちがさまざまなかたちでバックアップす

る。グループリビングという暮らし方が、今後もっと必要とされると確信して、広めていきた

いと考えています。そして、共に生きる豊かな地域社会づくりに貢献していきたいと思います。                                     
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 《COCO 宮内っでどんなとこ？》 
 2003 年 10 月、10 人の入居者（内１名コーディネーター） 

が自立と共生を合言葉に、地域と深い関わりを持ちながら元気 

に暮らしていく「ＣＯＣＯ宮内」が船出しました。(現在８名入居) 

大海原は、凪いだ日、嵐の日と表情を変え、もうじき２年目を 

 迎えようとしています。 

 また昨年からは、川崎市より小規模多機能住宅として「安心ハウス交流支援モデル事業」第１号 

  の認定を受け、手漕ぎボートからモーターボートにパワーアップ 

 することができました。 

 入居者同士が互いに見守り、

互いを気遣いあいながら尊厳 

ある生活をしていくこのグル

ープリビングという住まい方

が多くの人たちに受け入れら

れることが私たちの願いです。 

               
 

 

 

 

                         

                             

 

   

 

                                          

 

                                         

                                         

                        

                          

                         

 

 

 

お問い合わせ・申し込みはお電話にてどうぞ   グループリビング川崎：☎ 797-0310 

 〈会員募集のお願い！〉 

NPO 法人グループリビング川崎

は、現在、COCO 宮内入居者の生活

サポートを始め、アトリエ 21 での

趣味の教室開講やさまざまな勉強

会を通しての地域活動、など行って

おりますが、そのために多くの方々

のご協力・ご支援を必要としていま

す。 

私たちの活動にご賛同いただけ

る方、また一緒にボランティア活動

をしてくださる方、是非会員にご加

入ください。 

 

◎正会員  年会費 １口 \5,000 

◎賛助会員 年会費 

      個人 1 口 \ 2,000 

      法人 1 口 \10,000 

 

【昼・夕食を一緒に取る３Fリビング】 

 

【建物全景】 

【エントランス】 

〈施設見学〉 

◎ 入居希望者   随時 

◎ その他     第２・４金曜日 

（どちらも要電話予約） 

今後の予定 

★第２回「COCO へ行こう！！」 

 7 月 10 日（日）10：00～15：00 

フリーマーケットやお楽しみ抽選会、楽しい 

イベントなど盛り沢山 

★ 勉強会 テーマ：成年後見人制度 

7 月 8 日（金）14:00-16:00 

6/21 日に行われた勉強会で 

熱心にメモを取る参加者たち 

・テーマ：介護保険 
・講 師：田中国男氏 
（神奈川協同病院ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ） 

・参加者：約 25 名 
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《 趣味の教室 アトリエ２１》講座紹介 
グループリビング川崎では、地域のコミュニティの場として趣味の教室を開講しています。  

プロの講師を始め、ご近所の達人の方たちが楽しくわかりやすく丁寧に指導しています。    

手ごろな受講料で参加できますので、是非どうぞ！    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

                            

 

7/10 に行われる「COCO へ行こう！！」で作品の展示および発表を行います。乞うご期待！ 

尚、見学・体験は随時受け付けております。 お気軽にお電話ください。 

☏ アトリエ２１：７９７-０３１０ 

水 彩 画 

木曜日 
月 1 回 

14:00-15:30 
1 回 600 円 

 

手 芸 
金曜日 
月２回 

10:30-12:30 
1回600円＋材料費 

 

コーラス 
毎週水曜日 

10:00-11:30 
1 回 600 円 

終了後みんなで 
ランチをしています 

バレエエクササイズ 

木曜日 
月２回 

10:00-11:00 
1回600円 

 

ペン習字 
火曜日 
月２回 

14:00-15:30 
1 回 600 円 

ビーズ 
火 or 木 

10:30-12:30 
各月１～２回 

1回600円＋材料費 

クラッシクギター 

土曜日 
月２回 

10:00-11:30 
1回600円 

マグマググラブ 

リハビリ教室 

毎週金曜日 
（除く第３） 
14:00-16:00 
1 回 600 円 

フラワーアレンジメント 

水曜日 
月１回 

14:00-15:30 
1 回 600 円＋花代 

マジック 
土曜日 
月１回 

19:00-20:00 
1回600円＋教材費 

プロの指導です 

小学生から大人まで参
加しているペン習字 
 

フラワーアレンジメント 

６月の作品 
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２階 

《ガーデン桜弐番館から》 
来館お待ちしてま～す！ 

 

 

 

 

                                                                   

                                     

                                     

                                        

                                   

                                      

                                     

                                   

                                       

                                      

                                     

                                    

                                     

                                      

                                      

                                      

  

 

 

ガーデン桜弐番館ではさまざまなセクションで皆様をお迎え 

しています。また年に一度７月には織姫と彦星のように一同 

に介し、「COCO へ行こう！！」のイベント成功に向け協力し 

 ています。尚今年からお隣組の桜クリニックの皆様も私たち 

の仲間に加わってくださいます。深謝！ 

 

 

 【編集後記】                     

                         

ＣＯＣＯ宮内入り口 

カウンセリング 
ルーム 

１階 

Café Be Born 

 

パワリハ 

アトリエ 21 
（趣味の教室） 

ヘルパー 
ステーション 
TACK 

ピアノプライマリー 

 
 

みらい２２ 
宮内こども教室 

Café Be Born 

 タウンニュースで紹介され連
日にぎわっています。 
‣日替わりランチ \６００ 

（コーヒー付） 
‣６月より Evening Live スタート 

(次回 7/23（土）pm７時～) 
‣ペット連れＯＫ 

TEL788-1913 

TACK 

TACK とはスウェーデ

ン語で「ありがとう」と

いう意味です。 名前の

通り、TACK をご利用し

てくださるご利用者様

に対して、いつも感謝の

気持ちをこめて接して

います。TEL740-3950 

カウンセリングルーム 

わくわくセミナーの５回シリーズが

６月で終わったところです。また９月

より６回通しのセミナーを予定して

います 

みらい２２宮内こども教室 

小学校低学年の放課後保育の
場。 楽しく安全な毎日です。 
木曜日 10:30 から大人の体操
教室も体験無料。 
いずれも生徒 
募集しています！ 

TEL766-6245 

ピアノプライマリー 

9月25日（日）の発表会に向け 

みんな元気いっぱいに練習中！ 

受験専門「ソルフェージュ・クラ

ス」スタートしました。 

アトリエ２１ 
詳細は P3 をご

覧ください。 講師
＆受講生募集中!! 
TEL797-0310 

Hello!! 

ＮＰＯ設立２周年を間近にして会報誌を創刊で

きました。新体制も確立し、大江守之教授に理

事に加わって頂き、ご指導を仰げる事は、本当

に心強いことです。会員、愛読者の方々よりの 

ご意見、ご投稿をお待ちしております。（Ｅ） 

オリーブ通信は今回より会報誌としてリニューア

ルしました。皆さまのお声を頼りに充実した誌面

作りを目指していきたいと思っております。どう

ぞよろしくお願い致します。（Ｍ） 


