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めじろだよりは …
めじろ作業所の
通所会員が
めじろで起こる
様々なできごとを
面白おかしく︑
ときに切なく綴った
活動報告です

今号は一泊研修がメインで
す。詳しくは感想を読んで
いただくとして、取り分け
二日目は大雨の天候にも関
わらず、参加した会員は皆
とても楽しんでいて、意義
のある旅行となりました。
職員会議でのひとコマです。
「今回は今までで一番楽しか
ったです」
「今回はとても自
分のためになりました」と
いう振り返りの言葉が多く
ありました。再確認したの
は、支援をする側される側
ではなく、共に仕事し、共
に楽しみ、支え合う事が大
切なのだと。１００号に相
応しい気付きを感じる号と
なりました。施設長 大澤

編集後記

info@mejiro-s.com

一泊研修
月 ・ 日一泊研修旅行
で長野県白樺方面に行きまし
た︒
一日目は天気が良く汗ばむ
陽気でした︒ハイジの村散策
も楽しく周れました︒北八ヶ
岳ロープウェイでは標高２２
３７メートルを体験︒辺りは
霧で覆われて絶景を見ること
はできませんでした︒
二日目はあいにくの雨でし
たが︑鷹山ファミリー牧場で
のバター作りを満喫し︑少林
山達磨寺では達磨の絵付をし
て︑個性豊かなものが沢山出
来上がりました︒今回も記憶
に残る旅行となりました︒
13

一泊研修旅行の感想
鈴木 圭
ハイジの村に初めて行きま
した︒僕は八ヶ岳には行った
ことがあるけど︑高速降りて
近くに公園があるのは知りま
せんでした︒
入ってみるとヨーロッパの
何処かにきたような雰囲気で
よかったです︒山に行ったら
寒くなるだろうと思って︑秋

ら︑こんな雰囲気だったなと
再確認し︑楽しい一時を過ご
す事ができました︒
北八ヶ岳ロープウェイにも
乗り︑坪庭の散策を楽しみま
した︒あいにく天候はあまり
良くなかったりもしたので︑
散策も適当に済ませ︑頂上に
あったお店で︑こけもものジ
ュースをのんだりしてゆっく
り過ごし︑下りのロープウェ
イに乗り︑少しおみやげも買
いながら︑バスに戻りました︒
池の平ホテルに到着し︑部
屋でゆっくりくつろいで︑夕
食とお楽しみ会をしました︒
二日目は︑鷹山牧場でのバ
ター作り体験から始まりまし
た︒バターをクラッカーにぬ
り︑食べてみました︒バター
ができるまでのちょっとした
苦労︒
だるま絵付けで自分なりに
できただるま︒おみくじで末
吉︒色々経験した貴重な二日
間でした︒

一泊研修旅行
三浦 洋子
私は山が好きなので楽しみ
にしていました︒以前︑スイ
スに行ったことがあるのです
が︑その時にハイジが過ごし
たアルプスの大自然を感じま
した︒また︑大きくおとなし
い犬︵セント・バーナード︶
と一緒に写真を撮ったことが
ありました︒今回の研修旅行
に行って数年前空気のきれい
なスイスへ旅行に行ったこと
を思い出しました︒
北八ヶ岳ロープウェイは１
００人乗り大型ロープウェイ
で山頂の高さは標高が２２３
７ｍでした︒
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﹁坪庭﹂という名前の自然
庭園のウォーキングで１周１
１５０ｍ 分くらい散策しま
した︒
参加したのは大槻さん︑
宮岡さん︑土岐さん︑湯舟さ
ん︑私の５名でした︒
しかし︑霧のため絶景が見
えなくて残念でした︒でも︑
気持ちが良かったです︒
翌日は雨が降っていまし
た︒鷹山牧場でバター作りの
体験をしましたが容器に入れ
て 分間振っていました︒思
ったよりバターがうまくかた
まりませんでしたが︑クッキ
ーにバターを塗って食べて︑
おいしかったです︒
﹁高崎だるま市﹂で有名な
少林山達磨寺で︑だるまの絵
付け体験をしました︒うまく
書けませんでしたが︑気分は
最高でした︒雨に負けず楽し
かった２日間でした︒本当に
ありがとうございました︒
35

らしい服を着てきたけど凄く
暑くてなんでこんな服着ちゃ
ったんだろうと思って後悔し
ています︒
午後は︑北八ヶ岳ロープウ
ェイに乗りました︒僕は山梨
のお寺に行ったとき︑よくロ
ープウェイに乗ってお参りし
にいったけど︑そこのよりか
なり大きくてびっくりしまし
た︒駅に降りると︑肌寒かっ
たです︒階段で頂上へ行こう
と思ったけど雨ですべりやす
く危なかったです︒
ホテルは池の平ホテルに泊
まりました︒温泉に浸かって
る途中灯が予告なくいきなり
暗くなって停電かと思った
ら︑ジブリ映画のような映像
が始まった︒初めて観たけど
面白くはなかった︒今度は家
族と行きたいです︒

一泊研修感想文 高野 英昭
めじろ作業所の一泊研修旅
行にひさかたぶりに参加させ
てもらった︒８時に集合して
武州交通の観光バスで調布イ
ンターから乗り中央高速道を
一路長野方面にむかった︒
最初の休暇地は双葉サービ
スエリアで中央道も八王子を
すぎて来るとだんだんと山々
におおわれて日本も山の多い
国と感じた︒
それから須玉ＩＣを走り
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一泊研修旅行 浅野 弘次郎
毎年恒例の研修旅行に︑今
回初めて参加しました︒今年
の宿泊地は長野県でした︒
１日目は︑ハイジ村と北八
ヶ岳へ行きました︒北八ヶ岳
はロープウェイで上がりまし
たが︑霧で前が見えませんで
した︒
坪庭駅で降りても︑辺り一
面真っ白で︑それでも山頂ま
で上がろうとしましたが︑階
段も足場が不安定で︑途中で
諦めて元来た道を︑折目さん
に支えてもらいながら階段を

﹁ハイジの村﹂へと着いた︒
そこはアニメ﹁アルプスの少
女ハイジ﹂で見たような大き
な牧場がひらけていて山小屋
なども再現されていてアルプ
スの大自然を感じた︒
そのあと天候が悪くなり北
八ヶ岳ロープウェイに乗る頃
は雨︑霧で頂上に着いた時に
は景色が霧で真っ白だった︒
宿泊先の池の平ホテルに着
き大浴場に入り︑夕食も豪華
でとても美味しく︑ビンゴゲ
ームをやり︑翌朝また大浴場
に入った︒
９時にホテルを出発し鷹山
牧場でのチーズ作り︑だるま
祭りで有名な高崎でのだるま
絵付けをやった︒
高崎の達磨寺で 石塚 哲史
高崎の達磨寺での達磨の絵
つけは︑外のあいにくの雨の
中︑テントで﹁黄色の達磨﹂
を選んで︑墨で髭や眉を描い
ているうちに︑それらしい達
磨様になってきた︒
なんで黄色を選んだかと言
えば︑金運に恵まれそうな気
がしたからだった︒黄色い達
磨様は︑そんな愚かな考えを
ものともせず︑堂々と立派な
お姿に見えたから不思議である︒
今は自宅の私の部屋で八方
を睨んで立ちすくしている︒
なんかチャリンと音が聞こえ
たような気がした︒

下りて︑喫茶店で一休みしま
した︒
宿泊は池の平ホテル︒部屋
は和室︒ベッドがあったので
窓際のベッドを選びました︒
夕飯の後︑ビンゴゲームを
開催︑２５００円分の賞を当
てました︒その後︑フラダン
スを見ました︒
２日目は朝から雨でした︒
バター作りを鷹山牧場で体験
しました︒ 分間︑休めずに
振らないといけないと説明を
受けたので︑右手と左手交代
しながら振りました︒少しだ
けバターが出来ていたので良
かったです︒クラッカーに付
けて食べました︒
最後に︑少林山達磨寺で達
磨の絵付をしました︒
長野の一泊研修に参加して
林 千佳子
研修旅行は参加者の方たち
が︑手伝って下さる︒お陰で
私は楽しく︑社会勉強が出来
ます︒
今回の行先は中学の時に愛
読した︑新田次郎の山岳小説
の舞台となった北八ヶ岳︒
天気が良かったら︑見える
筈であっただろう山麓でした
が︑ロープウェイで上に行く
につれて悪天候で真白な霧の
世界となり︑それはそれで綺
麗なのですが︑宙に浮いてい
ることもあり夢の世界か天国
かと勘違いしました︒

一泊研修に参加して
佐藤 加也
今年は長野県の白樺湖方面
でした︒
１日目はハイジの村と北八
ヶ岳にあるロープウェイを散
策しました︒特に︑ロープウ
ェイからの散策は楽しみだっ
たのですが霧がすごく数メー
トル先の視界もほぼ見えず︑
ロープウェイを降りた後︑少
し歩きましたが︑危なかった
ので引き返して来ました︒
２日目はバター作りとだる
ま絵付けを体験しました︒
バター作りはひたすら手を
動かさなければならない作業
が約 分間あり︑研修旅行か
ら帰った翌日もまだ︑右腕が
痛い状態です︒
だるま絵付けは私がジャイ
アンツファンなのでジャイア
ンツカラーのオレンジを選ん
で着色して︑現在自宅に飾っ
ています︒
今年も昨年同様︑２日目か
ら雨が降ってしまい︑レイン
コートが役に立ちました︒
来年は何処にいくのか今か
ら楽しみです︒

戻るまでの時間︑ロッジで
寒いのに︑どうしても好きな
こけもものジュースを飲みた
くて︑震えながら︑酸っぱい
ジュースを飲みました︒
一日目は︑他にハイジの村
という小さい頃見ていたハイ
ジの世界に行きました︒
全部見るには︑歩いては不
可能に近いことが分かり︑皆
に支えられてハイジ号という
馬車風の車に乗ることが出来
て楽しかったです︒
今回の旅行も︑色々と知る
事があり︑改めて感謝しまし
た︒ありがとうございました︒

一泊研修旅行に参加して
高橋 庸介
今回︑初めて一泊研修旅行
に参加しました︒ハイジの村
には︑行った事はあったので
すが︑忘れてしまった事も多
少あり︑皆さんと散策しなが
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一泊研修感想
竹下 博幸
めじろ作業所の一泊研修に
参加しました︒一日目は︑ハ
イジ村と北八ヶ岳ロープウェ
イに行きました︒
ハイジ村では︑私の動きが
遅いのであまり遠くに行かな
いように入り口付近にいて楽
しめました︒
北八ヶ岳ロープウェイで
は︑山の上もあって霧がたく
さん出ていて綺麗な景色が見
れませんでした︒残念︒でも
いい経験になりました︒
二日目は︑鷹山牧場でチー
ズ作りと少林山達磨寺でだる
ま絵付けをやりました︒鷹山
牧場では︑ひたすら牛乳を入
れた容器を十分間振ってバタ
ーを作りました︒食べた感想
は︑美味しかったです︒

2
3

ハイジの村で「ハイジーズ！」
たくさん歩きました！
ロードトレインでスイスーイ
ロードトレインの風
ドキドキロープウェイ
幻想的ショット
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次に北八ヶ岳ロープウェイ
に乗りましたが︑霧で外の景
色が見えませんでした︒山頂
駅に着いて︑散策するとき︑
遠い山が見えないながらも︑
坪庭を一周できたのが印象的
でした︒本当に楽しかった︒

調布よさこい
ハッピーまつり

ってから帰る前に作業所で販
売しているかき氷とフランク
フルトをいただきました︒
かき氷はプラス 円で練乳
を付けてもらえるので︑早速
お願いしました︒とてもなめ
らかで甘く美味しかったです︒
調布よさこいハッピーまつり
に参加して
佐藤 加也
今年はフルーツソーダの担
当で︑私もまためじろとして
も初めての試みです︒
いざイスに座り職員さんか
ら説明を受けましたが︑初め
ての事で︑バタバタしてしま
い︑その割に 時から 時の
担当という事で︑お客様も少
なくあっという間に終わって
しまった様な気がしました︒
終了後︑フルーツソーダを
食しましたが︑とても美味し
く︑文字通り︑ハッピーな気
分で帰途に着きました︒

典子

８月 日︵日︶︑調布よさ
こいとハッピーまつりが開催
されました︒
去年とは違い晴れ間もあり
過ごしやすい天候の中︑毎年
恒例のフランクフルトとかき
氷︑新商品のフルーツソーダ
を販売しました︒
さえずりや給水所での給水
ボランティア︑トイレの案内
など︑会員も職員も楽しい一
日を過ごしました︒
︵坪井唯︶

講師

平野

調布よさこい
高野 英昭
午後１時から調布から布田
間の旧甲州街道が通行止めに
なって︑私の担当は１時から
２時まで給水係りで踊り子さ
んたちに冷水を配ってまわる
仕事です︒
ボランティアの高校生３名
が配ってくれ︑担当の橋本さ
んがサーバーから水をコップ
に入れたのを︑御盆に右奥か
ら並べる業務でした︒
あっという間に一時間が過

50

いつもより早い午前の調布よ
さこい
高橋 光太
今年も︑調布よさこいハッ
ピーまつりの当番を任される
ことになりました︒
いつもは午後のお昼時の時
間帯を担当するので暇してい
たのですが︑今年はお祭りが
始まる午前 時の当番だった
ので︑例年と比べてお客さん
の数が多く︑トイレに案内す
る機会が多かったです︒
そして︑今年も当番が終わ

絵手紙教室
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少林山達磨寺では︑私の気
分の色がオレンジなので︑オ
レンジのだるまにして絵付け
し︑書いた字は私も含め皆さ
んが愛に包まれる事に願いを
込めて﹁愛﹂と書きました︒
この二日間︑自分が出来る
事・人への気遣い︑色々な事
に気づくことができました︒
いい研修でした︒楽しかった
です︒
秋の一泊研修バス旅行
土岐 朋子
当日お天気はよくハイジの
村にいきました︒ハイジの本
はまだ読んだことがありませ
ん︒ＣＭでお馴染みです︒館
内の順路に従い漫画がありま
したが︑ゆっくり見られませ
んでした︒
仲間とグループ行動をして
いましたが︑外はとても暑か
ったので︑歩きたくても歩け
ず︑もういやだと思っていた
らロードトレインハイジ号が
ありました︒
運転手さんのはからいで出
発時間をずらして︑皆で乗る
ことができ︑大喜びでロード
トレインで園内を一周しまし
た︒色々なバラを見て楽し
み︑お互いに手を振り合いま
した︒
ハイジには原作があると思
うが︑外国の本を日本人が翻
訳していてアニメ化したこと
は本当に素晴らしいです︒

選﹀

逸﹀
功
弘
里衣
博幸
昭彦
光太
朋子

ぎ︑仕事明けのメロンのかき
氷が冷たくておいしかった︒
帰りは調布駅まで歩きまし
た︒各チームの流し踊りを見
ながら︒
ハッピーまつり 竹下 博幸
ハッピーまつりに参加しま
した︒私の担当はフルーツソ
ーダをやりました︒最初はド
キドキでしたが︑慣れてきた
ら１時間の仕事が早いように
感じました︒
ＹＯＳＡＫＯＩまつりに参加
して
林 千佳子
私にとって︑久々の調布よ
さこいでした︒
どれだけ︑私が参加してこ
なかったのか改めて感じまし
た︒考えてみると︑前の作業
所の時以来なのかも知れません︒
午前中のトイレ当番だった
のですが︑あまり人が来なく
てたまに︑小さい子が大きな
声で行儀よく﹁トイレ貸して
下さい︒﹂というくらい︒使
用後に汚れてないか︑確認し
たりしました︒
作業後にお祭りの様子を見
に行きました︒熱気の中での
ステージのパフォーマンスは
色々とあって︑行った甲斐が
あったというものでした︒
お客様はそれを見ながら︑
模擬店の食べ 物 を 買 っ て 楽 し
ん で ま し た︒それはとても楽
しいお祭りでした︒

め
めじ
じろ
ろ便
便り
り
祝 号
号発
発行
行
祝

B5
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山頂でピース
手作りバターをクラッカーで
だるまの絵付け

理事長 河内美江子
号なんてまったく感慨無
量です︒作業所を立ち上げた
時にはここまで大きくなるな
んて想像もつきませんでした︒
お金も知識もなくやってこ
れたのも︑いろんな人のおか
げだと感謝しています︒
めじろ１号は 一枚の細や
かなものでした︒それもワー
プロで打って仕上げました︒
もちろん白黒でした︒
事務所を借りるのにみんな
でお金を出しあって家賃をは
らいました︒５回の移転︑法
人化などと共に発行してまい
りました︒
原稿を投稿してくださる会
員の皆さん︑これからも会報
が続いていくことを願ってい
ます︒

100
100

第４回﹁筆文字コンクール﹂
にチャレンジしました

︿特

︿秀
前田
垣内
青木
竹下
月岡
高橋
土岐
︿入 選﹀
小林
隆
石塚 哲史
原嶋 隆成
卯月小百合
高橋 庸介
林 千佳子
青柳 麻理
平野 典子

100

10

27

絵手紙はハガキに絵をかき︑言葉を添えて出来あがります︒
絵手紙を書く前には︑必ず集中力を養うための﹁線の練習﹂を
しています︒
コンクールの課題は﹁千字文﹂の言葉より︑１字から４字を
筆で書くこと︒
墨をつけて筆でゆっくりと線を引く︑日々の取り組みの発表
の機会として皆さんに提案︒
大好きな文字を ㎝ ×㎝の画仙紙に表現してもらいました︒
お陰さまで応募者全員が入選︒カラーのステキな作品集をいた
だきました︒これからも楽しく絵手紙教室を続けて行きたいと
思っています︒皆さんどうぞよろしくお願いいたします︒
10

4
5

10

洋之
北山
圭
鈴木

指示文字を組み合わせて︑もとの漢字の

﹁戌﹂は会意文字︵すでにある象形文字や

さて︑来年の干支は﹁戌﹂ですが︑

いもので︑年末が近づいてまいりました︒

過ごしですか︒今年も例年と変わらず早

季節となりました︒皆様お変わりなくお

秋も一段と深まり︑日だまりの恋しい

挨拶を出してみてはいかがでしょうか︒

すが︑一年に一度︑その年一番最初の御

︒
ととなったのでした …
そんな不思議な歴史のある﹁戌﹂年で

に︑本来の意味が忘れ去られてしまうこ

因果か十二支に選ばれてしまったばかり

係のない漢字だったにも関わらず︑何の

﹁戌﹂という漢字には︑もともと犬とは関

迎春

迎春

平成三十年 元旦

40 枚

50 枚

ハガキ代 込!

合計

30 枚

旧年中は大変お世話になりました

本年も宜しくお願い申しあげます

平成三十年 元旦

めじろまさ子

〒〇〇〇ー〇〇〇◯

東京都〇〇〇〇〇〇〇〇ー〇ー〇
電 話〇〇〇ー〇〇〇ー〇〇〇〇

輝かしい年をお迎えのこととお慶び申し上げます
皆々様のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます

目 白 博 士

元旦

東京都○○○○○○○○ー○ー○
電 話 ○○○ー○○○ー○○○○

平成三十年

旧年中は大変お世話になりました
本年も宜しくお願い申し上げます

20 枚

集
唯

円

お年玉付き年賀はがき＋版下代＋印刷代

10 枚

編
坪井

9,500

カラー100 枚
のご注文で

700円

第九号

…

意味を生かした新しい漢字︶です︒元は

こんなご注文がありました

Open 10:30 Close 17:00（last order 16:45）

今年も残す所あとわずか

刃物で作物を刈り︑ひとまとめに締めく

くる様子︑つまり収穫することを意味す

ケーキを美味しく頂きました。ノンカフェインの
飲み物があるのは嬉しかったです！ ( 女性 )

25円

800円

梅 夫

☆センスが良いですね！

目 白

〇〇〇ー〇〇〇ー〇〇〇〇

あたたかい雰囲気で気持良く過ごせました！
ありがとうございます☻( 女性 )

〒〇〇〇ー〇〇〇〇

電話

7

Tel 042（444）8818 http://cafe-gallery-saezuri.jimdo.com/

☆店内も綺麗で落ちつく素敵なお店です

東京都〇〇〇〇〇〇〇ー〇ー〇

ホットサンドとケーキセットを頂きました！
パンがサクサクでとっても美味しかったです！
素敵なカフェを知りました。また違う種類を食べ
に来ます！ ( 男性・女性 )

35円

︵カラー︶ ︵白黒︶

私自身が障がいを持っており、今は障がい者枠で
働いています。
障がいがあっても働ける場所がある事は障がい者
が人間らしく生きる上で大切な事で、生活にも希
望が持てます。これからもがんばって下さい！
また寄らせて頂きたいです。( 女性 )

版下代

☆心温かくなるお店です

︵カラー︶ ︵白黒︶

☆美味しかったです！

〒000-0000

詳しくは別冊の年賀状見本をご覧下さい！
印刷代

お客様からのメッセージ

少子化や働き方などが問題になっている事もあり、
今後は女性の社会進出だけではなく、障がい者の
方も積極的に仕事ができる社会づくりを行うべき
だと思いました。美味しかったです！
ありがとうございました。( 女性 )

7

月も新規でオリジナル一筆箋作成のご

注文があり︑その他に新しくデータの文字

「美味しかったよ！」と伝えに来て下さるお客様の
声もあり、嬉しく楽しいイベントとなりました。
販売した会員も、積極的な呼び込みや接客で
イベントを盛り上げていました。

☆また来たいと思います

る漢字でした︒ところが十二支の漢字に

選ばれた為︑元々の意味は完全に忘れ去

打ち替えのご注文がありました︒

8

月は多摩市・調布市・府中市の三市が

合同で行うオリジナル製品販売会イベント

にも︑
られました︒中国語の︻戌︼ [xu1]
十二支の示す意味しかありませんし︑日

本語でも﹁戌﹂は最初に挙げた意味でし

朝は小雨でしたがイベントが始まるころには青空が見え始め、
会場は多くのお客様でにぎわっていました。
少し肌寒い 1 日でしたが、さえずりテントにも
多くのお客様が来店して下さいました！

﹁第６回ほっとハート﹂のポスター・チラシ

メニューはイベント限定商品の『フルーツソーダ』です。
オレンジ・ぶどう・パイナップル・洋梨などカットした
フレッシュなフルーツをたっぷり入れ、リンゴジュース
とソーダ水でさっぱりと仕上げました。

か使われていません︒
﹁酉﹂の場合は﹁酒﹂

９月２３日 ( 土 ) に永山駅で行われたおまつり
「ほっとハートｉｎ永山」に出店しました。

9

のデザインを作成しました︒

ほっとハートｉｎ永山

などの漢字で本来の意味がわずかにしの

甘さ控えめで作っているので、
お好みでニコちゃん顔の
マシュマロをゆっくり溶かしながら
お召し上がり下さい。

月はオリジナル一筆箋のご注文や︑会

報・テープ起こし・リーフレット等のご注

１０月より今年も冬限定のホットココア
が始まりました。

ばれますが︑
﹁戌﹂に関してはその片鱗を

感じさせる言葉はもう全然なくなってし

さえずり通信

さえずりでのできごとを中心に
新商品のお知らせなどを発信して
いきます

文がありました︒

編集担当：猪飼ともみ

まったようです︒

vol.13

60 枚

70 枚

80 枚

90 枚

100 枚

モノクロ

1,470 円 2,240 円 3,010 円 3,780 円 4,550 円 5,320 円 6,090 円 6,860 円 7,630 円 8,400 円

カラー

1,670 円 2,540 円 3,410 円 4,280 円 5,150 円 6,020 円 6,890 円 7,760 円 8,630 円 9,500 円
◆サンプルと実際の色味が違う場合があります。◆オリジナルデザイン等・掲載しているデザイン以外も承っております。◆カラーデザインの物をモノクロに変更して印刷も可能です。

7月
8月
9月

名 刺

20
14
24

ハガキ
件
件
件

4
5
4

B5 〜 A3
書
類

封 筒
件
件
件

1
2
1

件
件
件

36
27
40

製 本

A2 〜 A0
件
件
件

0
1
6

件
件
件

4
1
1

総件数
件
件
件

65
50
76

件
件
件

6

今期予定

3

28

25

賛助会員 継続・個人
土岐 昭夫
伊地山

前田 貞雄
折目由紀彦
佐藤とも子
丸山 紀善
今村 欣運

ご寄付
常性寺

石橋 茜
白田かおり
和田 有未
今村 知子
藤岡 泰明

敬称略

会員・賛助会員 募集
入会資格
羽ばたく会の活動に賛同し
て下さる個人及び法人︒正会
員をご希望の方はお問い合せ
下さい︒

正会員︵社員︶
には総会議決権があります︒
※
賛助会員にはさえずりドリンクチケットが付
きます︒

入会金 正会員
︵個人・法人︶五〇〇〇円
賛助会員
︵個人︶三〇〇〇円
︵法人︶五〇〇〇円
年会費 正会員・賛助会員
︵個人︶三〇〇〇円
︵法人︶五〇〇〇円

次号

℡ ０４２︵４４３︶１６３３ １･６３４

看護師の健康相談
…
医師の健康相談
…

敏

正会員 賛助会員 ご寄付

10

防災訓練

◎花火大会 さえずり営業
月 日︵土︶
◎旧道さんぽ さえずり営業
月 日︵金・祝︶
◎インフルエンザ予防接種
月 日︵金︶
◎福祉まつり
月３日︵日︶
◎振替休日
月 日︵月︶
◎クリスマス会
月 日︵月︶
◎大掃除
月 日︵火︶
◎餅つき ・仕事納め
月 日︵木︶
◎仕事初め １月４日︵木︶
◎新年会 １月 日︵金︶

4

パッチ

看相談

音楽

手話

出来上がりは︑オムライス
の様な感じで︑まずまず食べ
れました︒ただ私みたいに片
手で食べるのに小さな紙スプ
ーンは苦労しました︒なんと
か半分ぐらいは食べました
が︑やめました︒でも完食し
た人もいたので︑良い体験を
しました︒

看相談
医相談

28

１調布セントラルアパート１階
‐

絵手紙教室
…
パッチワーク教室
…

10

パッチ

れ︒﹂と願っていたのですが︑
残念ながら現実のものでした︒
後遺症により左半身麻痺の障
害が残ってしまいました︒そ
の後︑この障害と毎日付き合
っています︒
発症時は︑症状が重く︑今
晩が山で死ぬかもしれない︒
命をとりとめても︑寝たきり
か良くて車いすに座れる程度
までの回復しか期待できない︒
と言われ︑家族のショックは
大変なものでした︒今は︑生
きているのが不幸中の幸いと
思うようにしています︒
入院時︑介護等級は要介護
５との判定でした︒症状は重
く︑急性期２カ月︑回復期５
カ月の入院期間最大の７カ月
入院しました︒ ︵つづく︶

絵手紙
パッチ

３
‐

日頃発行予定

表紙の題字 三浦 洋子
０４２︵４４３︶１６３２

月

◇銀行振込
みずほ銀行調布支店
口座番号
普通 １３６９３７１
口座名
ＮＰＯ法人羽ばたく会

11

手話

〜己を知り 他者を知り〜
連載コラム

フラダンス教室
…
音楽教室
…

東京都調布市国領町１

【振込口座】

12

12 12

26 12

12

11

絵手紙

９月 日の防災訓練は︑め
じろで初めて非常食を作りま
した︒
お湯で 分︑水だと１時間
を要する﹁チキンライス﹂は
﹁付属の調味粉末を入れて混
ぜるだけ﹂のミラクルパック
です 非常時には贅沢すぎる
美味しさです︒︵森︶

パッチ

12

音楽
職員会議

らく

新年会
フラ

看相談
成人の日

1
仕事始め

冬休み

冬休み

私の障がい

らく

天皇誕生日

パッチ
らく

看相談
絵手紙

平岡 達弘
３年前︵２０１４年４月１
日︶に脳出血を発症し会社で
倒れました︒発症してしばら
くは事態が把握できず︑﹁エ
イプリルフールだと言ってく

音楽

フラ
音楽

全体会議

災害時の非常食体験
池田 邦夫
初めて災害非常食を食べま
した︒カップラーメンをつく
る時のように︑まずカップの
中から具材を取出しその中
に︑粉末の赤い具材と水を注
ぎこんで数分待ちました︒

らくらく体操
…
手話教室
…

音楽

15

らく
手話

看相談
００２２
‐

20

パッチ
〒１８２

◇郵便振替
口座番号
００１６０-７-３５８９５８
加入者名
トクヒ）羽ばたく会

1

Fax

勤労感謝
の日

手話

職員会議
フラ
看相談

全体会議

らく

フラ

フラ

振替休日

餅つき
大掃除 全体会議 仕事納め
ｸﾘｽﾏｽ会

らく

福祉
まつり

手話

12
音楽

絵手紙

らく
手話

ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ
予防接種
職員会議

11
看相談

文化の日
旧道さんぽ
さえずり
営業

フラ

パッチ
工作教室
手話

15

!!

1
12
11

8

