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(炊出し会場にて) 

 

2013 年 4 月 10 日早朝、笛吹市内の公園の障害者用

のトイレで一人の路上生活者を発見したとの連絡を受け

た。６１才男性。真っ黒に日焼けし衰弱しきっていた。一カ

月前に甲府刑務所を出てから、郷里に近い公園の河川

敷で人目を避けながら野宿生活をしていた。 

車で迎えに行き面談すると、快くライフサポートの支援

を受け入れてくれたので、ふれあいサロンに案内しスタッ

フとお茶を飲み、準備された昼食、暖かいお味噌汁、ご飯、

サラダ、鳥の唐揚げを一緒に食べた。心が和んだ所で、

下着とバスタオル等を用意しシャワーを使ってもらった。 

午後 2 時、路上生活者にも仕事と住居をお世話して下

さる会社の専務さんに来ていただき、仕事の説明と面接

をして頂いた。まだ心身共に衰弱しているので、10 日、11

日は緊急宿泊支援をすることにスタッフと相談して決め

た。 

2 日間のセンターでの交流から、車の免許証が失効し

ていることが判明したので、12 日に甲府刑務所に同行し

て在官証明書を受け取りセンターに保管した。午後 7 時

には夕食を済ませ、採用を決めて迎えに来てくれた専務

さんの車で会社の寮に移動した。２日前とは別人のような

明るい笑顔で。 

彼のことを連絡してくれた H 氏はその公園に隣接する

橋の下に居住し、路上生活者の情報提供のみならず、自

らも困難な状況にある人々を助けてきた。ライフサポート

のスタッフとして１年半私を助けてくれた。経験者でなけ

れば分からない知恵と思いやりを彼から学んだ。彼との

約３年間に及ぶ交流は、ライフサポートが今年も頑張ろう

としているパトロールと弁当配布から始まった。 

その彼自身も４月２２日から県外での仕事が決まって

いたので、彼の就職祝いと壮行会を計画していた。２日前

に彼に発見されたUさん、毎週金曜日に必ずボランティア

として来て下さるＴさん、サロン常連のお客さん、それから

新しいスタッフを加えて、2013 年 4 月 12 日（金）のサロン

の昼食会は特別なものとなった。飛び切りなごやかで楽

しいカレーパーティー。 

（NPO法人やまなしライフサポート理事長 中山八十司） 
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活動紹介 

 緊急無料宿泊所 NEW 

２０１３年５月より笛吹市石和町内に無料緊急宿泊所（シェルター） 

を３室用意します。 

安定した住まいが確保できるまで２週間を目途として、生活の基 

盤や食事等を提供します。 

 

 ふれあいサロン 

山梨カトリック福祉センターの中にあります。                          

月、火、水、金曜日の１０：００～１６：００に開いています。 

困りごとの相談や、軽食の提供、シャワー・洗濯機・乾燥機・レクレーション

用具等を用意し、居場所の提供を行っています。施設内には小規模なが

ら畑もあり、ボランティアの方々が野菜を栽培し、サロン利用者に提供した

り、炊き出しで使用しています。 

 

 炊出し 

カトリック甲府教会にて毎週木曜日の午後に行っています。 

２０１２年１１月には２００回目を迎えました。 

毎回１０数名のボランティアが協力し、５０人程度の方にご 

利用いただいています。諸事情で来場できない方には、弁 

当にしてスタッフがお届けしています。 

相談コーナーも併設し、様々な相談に応じています。 

 

 見守りパトロール 

路上生活者や生活困窮者の発見と、実態把握及び支援のために、

職員による日常的なパトロールと、毎月１回のボランティアによるパト

ロールを行っています。年 2 回の特別夜間パトロールも行っていま

す。 

 

 

 

 

 その他の活動 

炊き出しやサロン利用者、パトロールで出会った方々の相談にのり、必要に応じて福祉事務所、ハローワーク、

医療機関等への同行を行っています。また、「パーソナルサポーター養成講座」を開催し、活動の理解者、協

力者の拡大を図っています。 

 

 

 

 

 

 



昨年度の活動集計 
炊出しの２，０９８名ほか、多くの方々への支援を行いました。 

 

 

利用者の声 
  

2012年4月1日～2013年3月31日

上半期 下半期 合計 上半期 下半期 合計

回数 30 32 62 回数 13 25 38

人数 125 132 257 人数 13 34 47

回数 75 103 178 回数 81 16 97

人数 319 462 781 人数 81 225 306

回数 93 121 214 回数 22 35 57

人数 198 360 558 人数 24 39 63

回数 31 35 66 回数 18 25 43

人数 45 44 89 人数 19 31 50

回数 14 24 38 回数 62 25 87

人数 15 27 42 人数 105 41 146

回数 10 6 16

人数 10 8 18

回数 31 30 61

人数 38 37 75

回数 31 40 71 ※人数は延べ人数

人数 33 50 83

支援・活動内容
実施回数/人数

住宅相談と手配

病院等医療機関同行

法テラス、弁護士事務所
同行

炊き出し利用者

生活保護申請市役所同行

ハローワーク同行
就労サポート

年金事務局同行

見守りパトロール

路上生活者の訪問・面談
（弁当配布含む）

生保・年金受給者の訪問・面談
（ｻﾛﾝでの面談含む）

支援・活動内容
実施回数/人数

サロン利用者
（居場所づくりとﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活
動）

人数 299 153 452

緊急宿泊

引越し、家財道具運搬

緊急食料手配
(ﾌｰﾄﾞﾊﾞﾝｸ)

人数 1,034 1,064 2,098

市役所、児童相談所、
金融機関等同行

KＴさん（男性・６８歳） 

 ホテルの清掃員をしていましたが職場でいじめに遭い、

１０年程前に辞めました。ほどなく蓄えがなくなり、某公園

の橋の下で寝起きするようになりました。公園で知り合っ

た人や親切なおばさんに食事を差し入れてもらいました

が、畑の農作物に手を出すこともありました。 

 １年半ほど前に、やまなしライフサポートのパトロールで

発見され、弁当を届けてもらうようになりました。しばらくし

てふれあいサロンを訪れ、年金に加入していたことを話す

と、ライフサポートの方が調査し支給の手続きをしてくれ

ました。１年前に支給開始となり、住居も確保できました。 

 今では、安心で健康な日々を送っており、ふれあいサロ

ンの畑仕事を手伝うのを張り合いにしています。 

最初にふれあいサロンの敷居をまたぐのに勇気がいり

ましたが、一歩を踏み出して本当に良かったと思っていま

す。 

ＫＮさん（男性・５１歳） 

「ホームレスと奇跡の出逢い」 

 独りぼっちの腹を空かした、近寄れば異臭のする、

生活目標も何もないホームレスは、神様に奇跡の出逢

いを与えていただきました。このホームレスを心温か

く迎え入れてくれた方々は、暖かい食事、清潔な衣服

とシャワー、楽しい清掃と農業という日々の生活目標

を私に与えてくれました。この出逢いがなければ私は

どうなっていたのか。健康であれば生きてはいけたで

しょう。独り死ぬのは寂しいから、怖いから、でも生

きようとすれば罪は犯していたでしょう。お腹が空け

ば食べたいから、ホームレスがお腹一杯なんて生意気

ですか？でも食べたいんです。 

 現在の私は、ライフサポートの方々のご尽力によ

り、清掃作業を生業とすることができました。それな

りの生活ですが８０歳まで頑張り、出会えた方々に守

り守られながら日々の生業を通していきたい心境で

す。 



ご支援ありがとうございます（協力団体） 

NPO法人フードバンク山梨 炊出しやパトロール時の食材の提供 

ＮＰＯ法人スペイスふう 炊出し時の食器の提供 

甲府食事サービスを進める会 炊出し時の暖かいごはんの提供 

女性の人権サポート クローバー 炊出しのボランティア 

労働組合山梨ユニオン 定例見守りパトロールのボランティア 

 

ボランティア募集中です 

お手伝い可能な範囲で結構です。お気軽にご参加ください。 

 内容 会場・曜日/時間 

炊出し 調理、配食、片付け 
カトリック甲府教会 

毎週木曜日 14:00～17:00（一部でも可） 

見回りパトロール ホームレスの発見・現状把握と弁当配布 
①毎週金曜日 

②毎月第 3日曜日 14:00～16：30 

ふれあいサロン 軽い農作業、利用者との会話 毎週金曜日 9：00～16：00（一部でも可） 

 

ボランティアの声 … 炊出しボランティアの富岡貞子さん 

友人から炊き出しの話を聞き、これだったら私にもできるかな？と思い、参加させていただきました。最

初はカレーの献立が多かったのですが、現在では長坂の協力者からたくさんの野菜をもらって来てくださ

る方がいて、いつも多くの食材で何種類ものおかずをできています。本当に恵まれていると感じます。 

２０名近くのボランティアの方々といつも楽しく話をしながら、良い時間を過ごしています。また、時には

学生さんの参加もありエネルギーをもらっています。 

 

会員募集中です 

やまなしライフサポートの活動を資金面で支えてくださる方を募集しています。 

  年会費 

会員 

当団体を支援し、活動に参加してくださる方 

個人 ３，０００円 

団体 ５，０００円 

賛助会員 

当団体の活動を応援してくださるかた 

個人 ３，０００円 

団体 ５，０００円 

 

 入会方法 入会申込書にご記入の上、下記宛て FAX.郵送にてお送りください。（電話申込みも可） 

〒400-0836 甲府市小瀬町 654 山梨カトリック福祉センター NPO法人やまなしライフサポート 

  TEL/FAX  ０５５－２４１－２５４５ 

 振込先 郵便振替 

口座名義 特定非営利活動法人やまなしライフサポート 

口座記号番号 ００２９０－９－１０９０５２ 

ATM 等機械振込時の名義  トクヒ）ヤマナシライフサポート 

 

《お知らせ》 第 3 回やまなしライフサポート通常総会 

        2013 年 5 月 25日（土）13:30 カトリック甲府教会 サンタルチア講堂 


