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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

昨年９月、調布に多摩地
域最大の映画館「シアタス
調布」がオープンしました。
会員からの要望もあり、新
年会として利用させていた
だきました。映画館での映
画鑑賞というのは、個人で
は敬遠しがちでも、団体で
行くことで精神的にも肉体
的にもバリアフリーになれ
る会員が多くいました。
また、イオンシネマ様も
色々と配慮していただいた
面もあり、素敵な時間を過
ごすことができました。障
がいがあってもなくても、
皆が当たり前に楽しめる社
会を目指して。施設長大澤

施設長のひとりごと

info@mejiro-s.com

新年会
めじろ作業所では毎年︑す
こし遅めの新年会をやってい
ます︒今年は１月 日
︵金︶に
行いました︒理由は年始早々
の受注作業があるからです︒
例年︑食事をして深大寺や
国領神社に初詣に行くのです
が︑今年は昨年９月にオープ
ンしたトリエのＣ館にあるシ
アタス調布で映画上映会とな
りました︒しかも 人規模の
スクリーンをめじろ作業所で
独占したのです！
ポップコーンとドリンクを
ホルダーに差し込んで︑出来
たばかりのきれいな映画館で
誰にも気兼ねせずに映画が観
られて︑素晴らしい時間を過
ごすことができました︒
シアタス調布様︑事前の打
合せから当日まで︑色々とご
配慮頂きました︒中でも聴覚
障害の方と高次脳機能障害の
方が同時に楽しめるように
と︑字幕付きの邦画を特別に
上映していただきました︒あ
りがとうございました︒
また︑こちらの様子は調布
市福祉作業所等連絡会の情報
誌﹁わくわーく 号﹂にも掲
載予定です︒︵大澤︶
上映作品﹁８年越しの花嫁﹂
※
感想文に内容に触れる箇所が
ありますのでご注意下さい︒

新年会 映画観賞︵８年ごし
の花嫁︶感想文 高野 英昭
何年ぶりだろうか︑前にパ
ルコにあった映画館以来だっ
たのでかなりたのしみにして
きた︒
最初にポップコーンとジュ
ースが配られ︑松竹映画で岡
山県を舞台にした映画で主人
公の花嫁が教会での結婚式を
約束していたが︑突然の病に
おそわれ意識不明となり︑ス
クリーン上での時の流れが非
常に早く感じられた︒
しかし︑奇跡的に花嫁が回
復して新郎が何年も同じ日に
予約していた教会で８年越し
で結婚式がおこなわれ最後
は︑感動的なワンシーンだっ
た︒２時間ほどではあったが
大変楽しめた︒
新年会に参加して 林千佳子
今年の新年会は︑市民念願
の調布駅前に完成した調布ト
リエのシアターへ︑皆で映画
を観に行きました︒会員全て
が同じ条件で︑映画を鑑賞出
来るように︑普段はない字幕
を付けての上映でした︒
映画は﹃八年ぶりの花嫁﹄
という障害を持った私達は身
につまされる内容で︑自分を
主人公の麻衣さんに投影出来
る内容でした︒ハッピーエン
ドだった事に救われました︒
出来たばかりのシアターは
最新式で︑音響が素晴らしい

８年越しの花嫁 青柳 麻理
物語は︑合コンで尚志と麻
衣が知りあい︑つき合って結
婚式の日取りを決めた後︑麻
衣が原因不明の脳の難病にか
かってしまい開頭手術をした
が︑なかなか意識は回復せ
ず︑やっと１年半後︑目を覚
ました麻衣との意志の疎通は
難しかった︒それでも尚志は
諦めず︑毎日病院に通い続け
て彼女の回復を祈った︒
ある日︑麻衣が微笑んでそ
の日を境に日に日に麻衣は︑
回復していき︑８年後にやっ
と自分で立ち上がれる迄回復
して二人は結婚式を挙げた︒
意識がなくなってもその回
復を８年間も待ち続けた尚志
のひたむきな思いに感動した︒
映画鑑賞会︵８年越しの花嫁︶
の感想
鈴木 圭
トリエのＣ館の映画館を観
るのは初めてなので凄く楽し
みにしていた︒僕はアニメの
映画しか観ないのでレンタル
ＤＶＤで借りて観たり︑まず
調布ではやってないことが多
いので︑新宿や池袋で観たり
することが多いので邦画を観
るのは久しぶりだった︒
洋画の字幕付きはよくある
ことだが︑邦画なのに字幕付
きなのがびっくりした︒こう
いう映画は観ないのでたまに
は感動系の映画を観てもいい
んじゃないかなと思った︒

事に感動しました︒効果的に
流れる音楽は︑興味を持って
いなかった私を︑場面の中に
どんどん引き込んでくれるの
に充分でした︒
ただ一つ私が気になったの
は︑主人公が病気を発症した
時に自分で自分を﹁殺せ！﹂
と叫んでいたことでした︒普
通なら﹁死なせて！﹂という
のでは？と思いました︒久々
に映画館で食べたポップコー
ンとコーラも十分気持ちを高
揚させてくれました︒
新年会より初めて映画に参加
土岐 朋子
調布トリエＣ館がオープン
し︑新しい映画館が出来まし
た︒以前はパルコに映画館が
ありましたね︒数年振りの映
画館です︒
映画は﹁八年越しの花嫁﹂
で︑字幕付きだったので良か
ったです︒
内容は︑若い人は運命的に
恋人同士で︑突然女性が体調
を崩し︑長い入院生活の末︑
目を覚まします︒
男性はいつも女性の病院へ
お見舞いに︑長時間掛けて通
います︒
男性はいつも日記のように
携帯電話で女性の様子や自分
を撮って保存しています︒
男性は好きな人の為に︑諦
めないで一生懸命に頑張りま
した︒思い出すことの出来な

ポップコーンがＳサイズな
のに思ってた以上に結構量が
多かったので結局残ってしま
った︒家に持って帰っても誰
も食べないので勿体ないが観
終わった後捨てた︒今度は映
画観賞会があるときは飲み物
のみにするか自分でホットド
ックや場所によってはアイス
クレープやチュロスなどにし
ようと思った︒
感想文
荒井 武司
席が一番前列でしたので首
が疲れましたが映画の内容は
感動的でした︒主演の佐藤健
土屋太鳳︒この二人は今旬な
人だと家に帰り娘に聞きまし
た︒
内容は結婚を誓った二人で
したが︑花嫁さんになる子が
病気になり記憶を失い︑その
後徐々に回復して結婚式を挙
げることになりました︒
私も一昨年の７月に次男の
結婚式を経験しているのでそ
のことが思い出され涙がでま
した︒

をし続け入院から１５５５日
目に退院することができた︒
全身の筋肉は衰えていたけれ
どリハビリで結婚式を行うま
で回復した︒
私も京都でくも膜下出血で
倒れ︑病院や新潟の実家でデ
イサービスを利用したりした
が︑今は健康な時に住んでい
た狛江の家にもどって母親と
暮らしています︒
母親役の薬師丸ひろ子︑父
親役の杉本哲太の演技も素晴
らしかったと思います︒他人
ごとではない良い内容の﹁８
年越しの花嫁﹂でした︒周り
には恥ずかしいですが︑声を
上げて泣いていました︒
めじろ作業所の新年会
池田 邦夫
めじろ作業所に入所して２
回目の映画鑑賞です︒
今回︑わくわーくの関係者
が取材に来て︑今度掲載され
ると聞き楽しみです︒館内は
貸切で︑私の席は最前列の右
端でしたが︑それ程苦になり
ませんでした︒
一番おどろいたのが︑予約
注文していた︑ポップコーン
が来た時でした︒十人分ぐら
いの大きさで食べ切れません
でした︒映画は脳障害に突如
襲われて恋人と結婚式までの
物語でしたが︑私達障害を持
ったものとして︑とても良い
映画でした︒

ひとこと
卯月 小百合
映画︑８年越しの花嫁が素
晴らしいです︒良かった︒
感動した映画会 石塚 哲史
付き合っていた彼氏の尚志
さんに麻衣さんの両親は︑諦
めて忘れてほしい︒と言われ
たけれど︑諦めずマッサージ

かれましたが︑﹁感情が豊か
じゃないもので︑ある程度の
事じゃ泣かないですネ︒﹂と
答えました︒でも︑新年会で
映画を見る試みはいいと思い
ます︒良かったです︒

新年会の感想
日向 まり
新年会と言えば︑初詣し飲
食するのが一般的ですが …
︑
今年は趣向を変えて︑調布駅
前に出来た映画館へ行く事に
なりました︒
私は映画館の空調が苦手で

映画を見て
高橋 光太
去年の暮れに完成した大型
ショッピングモールの劇場で
映画鑑賞という︑初の新年会
の試みで私は正直︑期待は全
くしていませんでした︒
が︑いざ映画を見ていると
主演の佐藤健さんはじめ︑
﹁闘病生活を見守る周りの人
たち﹂のリアルな情勢︑葛藤
を表現する演技力・技術力の
高さにいつのまにか映画に見
入っていました︒
でも︑毎年こう完成度の高
い映画がタイミングよくやっ
ているとも限らないし︑もし
興味のない映画だった場合︑
長時間座りっぱなしは辛いの
で︑いつものお参りをする新
年会の方がいいかなーなんて
言う風にも思ったりもしました︒
でも︑ポップコーンは大変
美味しかったです︒

い女性の気持ちを分かってく
れて良かったと思います︒
女性が携帯電話の動画を見
ているシーンが感動しまし
た︒現在︑二人には子供がで
きたので立派です︒
新年会で﹁八年越しの花嫁﹂
を見て
高橋 庸介
トリエの映画館に行くのは
初めてだったので︑どんな映
画館かなと思いながら入口を
入っていきました︒割とこじん
まりした印象でした︒
実話を基にした映画だった
ので︑どんな風に物語が進ん
でいくのかとても興味深かっ
たです︒原因不明の病気でリ
ハビリを余儀なくされた主人
公のヒロインが周囲の人々の
励ましを力にして︑徐々に回
復していく姿にとても感動し
ました︒
病気で︑以前の記憶がなく
なっていくヒロインが︑また
０からのやり直しの人生︑そ
してリハビリを通して︑徐々
に元の自分を取り戻してい
き︑自分が結婚を約束してい
た相手に一人で船に乗って︑
会いに行く場面など感動的な
場面が多い作品でした︒
新年会感想
竹下 博幸
二十数年ぶりに見た映画で
した︒心温まるいい映画でし
た︒終わった後︑職員さんか
ら﹁竹下さん泣いた？﹂と聞
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年以上も足が遠のいていま
した︒でも近くに綺麗な映画
館が完成し︑一度は入ってみ
たいと思っていた時なので︑
ちょうど良かったです︒
鑑賞するのは﹁８年越しの
花嫁︵字幕付き︶﹂結婚式の
直前︑難病で意識不明となっ
た花嫁を︑８年待ち続けた奇
跡の実話︒ロケ地になった小
豆島や土庄は︑旅行した事も
あるので︑感慨深く見入って
しまいました︒
リハビリのシーンは︑母が
足の手術後に︑長く続けてい
たのを思い出し少しホロリ︒
コーラを飲みながらポップコ
ーンを食べる︑それも久しぶ
り︒当日は厚着し︑ホカロン
も多めに持参︒館内の空調は
気にならず︑椅子も座りやす
かったです︒こういう新年会
も良いですね︒皆さま︑あり
がとうございました︒

お餅つき
めじろでは毎年恒例の餅つ
きですが︑世間ではその光景
を見る機会も大分少なくなり
ました︒ 月 日︵木︶晴天で
風もない 日 ︑ 絶 好 の 餅 つ き
日 和 で す︒段取り良く取り
行われ︑幻 の 餅 米 を 使 用 し
た 事 も あ り︑とても美味しく
つき上がりました︒
ご馳走様でした☆︵森︶
28

月 日︵月︶︑ジングルベ
ル・ジングルベル・鈴が鳴る
〜♪毎年恒例のクリスマス会
が開催されました︒
豪華なご飯と︑とっても可
愛いケーキやクッキーを皆で
一緒に楽しくいただきまし
た︒ご飯の後は︑ドキドキの
プレゼント交換︒何が当たる
か分からないところが面白
い！そして最後に皆で歌を唄
い︑素敵なクリスマスを迎え
られました︒︵白田︶

クリスマス会

おもちつき
本山 明美
もちつきは杵でついたおも
ちを食べれてうれしかったで
す︒大根おろしとあんことの
りをたべました︒こういうお
もちをたべたくても︑最近は
たべることできないのでおも
ちつきがまちどうしいです︒
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楽しかったクリスマス会
高橋 光太
いつもギリギリになってか
らプレゼント選びをしていた
ので︑今年はそれを反省に早
めにプレゼントを選んで用意
して︑クリスマス会に備えて
いました︒
そしてクリスマス会当日︑
プレゼント交換会が行われ︑
私の選んだプレゼントは浅野
さんに渡りました︒割れない
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餅つき会に参加して
佐藤 加也
昨年は餅つきそのものから
参加させていただきましたが
今年は食事のみ参加させてい
ただきました︒
今年は早く着き過ぎたせい
か外でしばらく待機していた
ので余計に寒く感じました︒
餅はアンコ︑きな粉︑大根
おろしどれも美味しかったです︒
余談ですが新年会は参加出
来ませんのでめじろ作業所で
の行事参加はこれが最後とな
ります︒仕事が休みだったら
見に行きたいと思います︒
暮れの餅つき
石塚 哲史
毎年︑餅つきの時は杵を揮
って餅をついていたのです
が︑今年は尻もちをついた腰
が治っていないので︑ご馳走
になる側になりました︒
醤油もち︵海苔付き︶︑あ
んこもち︑きな粉もちの三種
に﹁おつゆ﹂もついて︑豪華
な食事をすることができまし
た︒おもちのお替りを尋ねら
れ︑お替りして︑たらふく食
べました︒
良い正月が迎えられるとあ
りがたい気持ちでいただきま
した︒
お餅つき
太田 福代
御餅美味しかったです︒の
どにつかえなくて良かったで
す︒ついてくれた人達ありが

グラスなので︑末永く使って
もらえたらいいと思います︒
私に回って来たのはショー
トケーキの形をした石けんで
した︒実を言うと︑使うのが
もったいなくてまだ大事に仕
舞ったままにしています …
︒
クリスマス会の感想
丸山 さやか
めじろ作業所でのクリスマ
ス会は２回目で昨年同様︑ビ
ンゴゲームとお食事で楽しか
ったです︒
お食事が豪華でケーキやク
ッキーがとても可愛くて癒さ
れました︒
クリスマス会に参加して
佐藤 加也
本来なら月曜日は私の通所
日ではないのですが︑参加さ
せていただきました︒
今年も例年通りケーキ︑ス
ープ等美味しくいただきまし
た︒その後︑プレゼント交換
があり︑今年は木で出来たス
プーン︵のようなもの︶が当
たり︑現在︑テーブルに飾っ
ています︒
今回は私にとってめじろ作
業所では最後のクリスマス会
となってしまったので残念で
すが︑色々と楽しかったです︒
クリスマス会
本山 明美
クリスマス会はたのしかっ
たです︒食事もおいしかった

とうございました︒
お正月は御餅をあまり食べ
れなかったので︑作業所でご
ちそうになり良かったです︒
餅つきに参加して
高橋 庸介
めじろ作業所のお餅つきに
初めて参加しました︒
お餅をつく事は︑やった事
がなかったので︑こつをつか
むのが結構難しいかなと思っ
ていましたが︑もち米をみん
なと一緒にこねて︑力を込め
てお餅をついている間に︑
段々とお餅らしい感じになり
ました︒
お餅つきを経験したのは︑
今回が初めてだったので︑な
かなかこつがつかめず︑苦労
しましたが︑周りの人の手つ
きをまねしながら︑分からな
いながらも︑色々教えてもら
いながら︑出来た経験はよか
ったなあと思います︒
お餅ができあがり︑みんな
で︑好きな味を選びながら︑
美味しく食べました︒僕は︑
あんこと大根おろしをつけな
がらたべてみました︒大根お
ろしのお餅は︑なかなか食べ
た事がなかったので︑つ〜ん
とした大根おろしの風味が新
鮮でした︒
年末にお餅つきに参加でき
て楽しい一時を過ごせて良か
ったと思います︒初めてづく
しの貴重な一時となりました︒

ですしケーキ２コたべてしま
いました︒
プレゼントこうかんは︑今
年はながぐつでおかしがいっ
ぱいはいっていましたが︑た
べれないので︑他の方のにプ
レゼントをかえてもらい︑う
れしかったです︒
クリスマス会
竹下 博幸
クリスマス会に参加しまし
た︒プレゼントを考えるのに
悩みましたが︑ちゃんと用意
出来ました︒出された食事や
ケーキもとても美味しかった
です︒楽しいクリスマスにな
りました︒
クリスマス会
鈴木 圭
めじろに入って２回目のク
リスマス会だけどキッシュ︑
ケーキ︑スープ︑ゼリーがと
ても美味しかったです︒
去年のクリスマスプレゼン
トはおしゃれな入浴剤のセッ
トを選んだけど︑今年はスタ
ー・ウォーズのバックを選び
ました︒今映画でやっている
ので︑分かる人もいるし︑好
きな人ならきっと喜んでくれ
るかもしれないので自分でこ
れがいいなと思いました︒
他のメンバーの人はお菓子
詰め合わせや︑茶碗セット︑
お箸セットなどを選んできて
いる人もいたので︑皆センス
がいいなと思いました︒

餅つき
青柳 麻理
時前に行くと皆いて︑さ
えずりのランチョンマットが
置いてある自由な席に座りま
した︒指示通りに日誌を書い
て︑お餅つきはしなかったの
で小豆のおもちときなこのお
もちとおみそ汁とお茶をおか
わりして皆で食べた︒
すごく想い出になった楽し
い一日をありがとうございま
した︒

クリスマス会
青柳 麻理
とても美味しい料理ばかり
で︑プレゼント交換も楽しか
ったです︒
クリスマス会は終って皆で
片付けて︑森さんの音楽教室
があった︒きよしこの夜を歌
った後︑ボーカルの人が亡く
なったというリクエストのワ
ムの﹁ラスト・クリスマス﹂
を感慨深く聞きました︒本当
にありがとうございました︒

クリスマス会
高野 英昭
素敵なクリスマス会が開か
れ︑職員の方が用意してくれ
たキッシュ︑スープ︑いちご
付のケーキ︑甘いお菓子など
とても美味しかった︒
１時からはプレゼント交換
会をおこない︑箸のセットが
あたり︑自分はクリスマスの
プレゼントにちょうどニュー
スでも頻繫にながれていたパ
ンダのぬいぐるみを送ること
にした︒
２時からはクリスマスの歌
の合唱会でみんなで歌った︒
楽しい素敵なクリスマス会だ
った︒

おなかいっぱいお餅を食べま
した
高橋 光太
今年はお餅が３つ配られ︑
４種類の味付けを３つのお餅
でうまく工夫して食べました︒
私は大根おろし以外の３種
類を︑お餅をちぎって何回も
食べました︒
汁物と︑ちぎったお餅を少
しずつ味わったので分量以上
にお腹がいっぱいになりまし
た︒３種類の味付けを食べま
したが︑やっぱり私は︑お餅
は醤油に海苔が鉄板だと思い
ました︒

お餅つき感想
竹下 博幸
私は３番目にお餅をつきま
した︒毎回なんですけど︑う
すのお餅に当てるのが難しく
心配だったんですけど︑今回
は上手くできたと思います︒
終わった後︑皆さんでお餅を
食べて楽しい時間でした︒
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クリスマス会に参加して
高橋 庸介
去年に引き続いて︑楽しい
クリスマス会の季節がやって
きました︒
みんなで︑手作りの料理を
食べ︑クリスマスソングを歌
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10

12

い︑プレゼント交換等楽しい
一時を過ごしました︒
準備からみんなで︑協力し
ながら楽しく出来たので︑当
日を迎えるのが︑待ち遠しか
った気がします︒クリスマス
らしい飾り付け︑雰囲気を思
い思いにみんなが楽しみとて
も有意義な楽しいクリスマス
会になりました︒
クリスマスを楽しみながら
今年一年何事もなく過ごせた
事への感謝やめじろでの色々
な時間に思いを馳せたそんな
一時でした︒
新しい一年も楽しく過ごし
て︑また今度のクリスマス会
の季節にも楽しくみんなです
ごしたいですね︒メリークリ
スマス＆ハッピーニューイヤー
福祉まつりに参加して
高橋 庸介
舞台前に集合し︑その日の
最初のステージ前で︑まずめ
じろ作業所のフラダンスの発
表を見ながら︑自分の手話コ
ーラスの発表の順番が来るの
を待っていました︒
フラダンスの人達のとても
鮮やかな演技を見て︑勇気を
もらいました︒
手話コーラスが始まる前は
とても緊張していたのですが
思い切ってこれまでやってき
た事を信じようと舞台に臨み
ました︒
自分でも意外と肩の力が抜

今回は 周年記念として︑
めじろは 月３日に初の日曜
日参加となりました！
ステージでは華やかなフラ
ダンスと圧巻の手話コーラス
を発表しました︒
模擬店のフランクフルト＆
さえずりホットサンドは今年
も大好評ですぐに完売︒来年
はドリンクにも挑戦したいと
考えています︒
忙しくも楽しい一日となり
ました︵橋本︶

宅︒職員やお手伝いして下さ
った方々︑ありがとうござい
ました︒

クリスマス会
日向 まり
毎冬恒例のクリスマス会︑
ヘルシーで心のこもった手料
理を頂き︑お腹は満腹に︒休
憩してからプレゼント交換会
がスタート︒
私のはクリスマス柄の包装
紙にラッピングされていて︑
それを見ただけでも気分はワ
クワク︒何だろうと開けてみ
たら︑上野動物園の香香︵シ
ャンシャン︶に似た︑可愛い
パンダの縫いぐるみでした︒
他の方々も工夫を凝らした品
の数々で賑やかに進行︒﹁き
よしこの夜﹂と讃美歌を手話
も交えて合唱し︑大満足で帰

てあって最初はハワイアンの
フラダンスで︑女性陣は艶や
かな衣装にレイ︑男性陣はア
ロハシャツにレイ︑自分の担
当はマラカスで刻み︑よいリ
ズムでできました︒
つぎに手話コーラスで題名
は﹁旅だちの日に﹂で森さん
の指揮のもと練習の特訓をか
さねたこともあり︑良く出来
た手話コーラスだったと思い
ます︒
たった 分の短い時間でし
たが︑ふだんの成果がだせ︑
充実した福祉まつりを過ごせ
ました︒また来年につなげて
﹁がんばろう﹂と思います︒

福祉まつり

福祉まつり
高橋 光太
今年は例年と違い︑日程が
日曜日に変更となりました︒
突き抜けるような青空の下︑
強風もなく︑皆さんと思いき
り声を上げて歌を歌いました︒
歌詞の間違いはせずに済み
ましたが︑パート分けの所で
ちょっとＡパートにつられそ
うになってしまいました︒
歌の後は少しぶらついて︑
フランクフルトを母と一本ず
つで食べました︒ホカホカで
とても美味しかったです︒そ
れと他のお店でお汁粉もいた
だいて︑お饅頭を家に持ち帰
って美味しく頂きました︒
感想文
月岡 昭彦
僕はフラダンスと手話コー
ラスに参加しました︒
フラダンスはアロハシャツ
を着てマラカスを持ち︑僕ら
マラカス班は︑前後に分かれ
てダンスを盛り上がりようと
強調するように奏ていました︒
手話コーラスは﹁旅立ちの
日に﹂を歌いながら︑手話も
頭を２つ分けているような感
覚でした︒歌を歌った後は︑
非常に疲れました︒
福祉まつり
池田 邦夫
今回私は久しぶりに販売店
を︑担当することになりまし
た︒天気も晴れてとてもよか
ったです︒
いつもは土曜日に行われて

けて楽しくみんなと合唱でき
たので良かったと思います︒
手話は多少あいまいな部分も
あったけど︑無事終える事が
できました︒
﹁旅立ちの日に﹂の歌詞の
意味を理解して︑歌詞を大切
にして歌えたかなと思います︒
福祉まつり感想 竹下 博幸
私は手話コーラスとフラダ
ンスで参加しました︒朝から
ステージだったので大変でし
たが︑出るのは４回目だった
ので楽な気持ちで出来ました︒
でも手話コーラスでは︑手
話と歌︑フラダンスでは楽器︑
色々な事をしたので笑顔でや
ることは難しかったです︒
でも人前で表現する事は自
分に自信が持てる︑いいきっ
かけになると思います︒時間
は︑十分か十五分でしたが楽
しい時間を過ごせました︒
福祉まつり
佐藤 加也
例年ですとめじろ作業所で
は土曜日の参加がほとんどの
様ですが︑今年は日曜日の参
加となり︑私も参加する事が
出来ました︒２年振りの参加
となりました︒
一昨年と同じく手話コーラ
スのみの参加となりました︒
本番では︑ほぼ︑失敗なく
終わったと思ったのですが︑
最後の最後で声を伸ばさなけ
ればいけないところが中途半

いたので︑全体的に少し違っ
た感じがしました︒人の流れ
も多かったし出店したテント
では︑目の前で洋服のバザー
ルをしていた所や︑入り口近
くでは北海道の昆布を販売し
ていたり︑いつもの感じと︑
少し違和感がありました︒
時になりましたら︑アナ
ウンスがあり︑最初にめじろ
作業所が紹介され︑荒井さん
が︑素晴らしいスピーチをし
てあとで︑フラダンスと歌が
はじまり︑とても良かったです︒
販売の方も手作り品の財布
や色々なものを手にするお客
様も沢山あり︑めじろの会員
の人も沢山の人が買い物をし
てくれました︒
福祉まつりが終わると︑１
年の締めくくりを感じます︒
回目の福祉まつりに参加し
て
林 千佳子
今年は 周年記念の福祉ま
つりでした︒障害を持って丁
度その位なので︑それ以前の
障害者は︑世間の目が冷たか
ったろうと思いますが︑今で
は浸透してきていることを︑
肌で感じています︒
私達のステージ発表は朝一
で︑フラの綺麗な衣装を着
て︑音楽に合わせて踊り︑合
奏したりしました︒
手話コーラスで﹃旅立ちの
日に﹄を歌い︑手話を付けま
した︒二つの事を一緒にする
40

端で終わってしまい︑何か尻
切れトンボのようになってし
まいました︒
福祉まつり自体は日曜日と
いう事でお客様も多く︑また
天気も良かったので最高でし
た︒来年以降も日曜日の参加
を希望しております︒
福祉まつりの感想 鈴木 圭
めじろの発表は﹁旅立ちの
日に﹂を手話と歌を歌いました︒
僕が学生までの卒業式でよ
く歌ったけど手話を使って歌
うのが初めてだったので不安
でした︒けど音楽教室を休ま
ず参加したり︑職員のアドバ
イスを聞いたりして難しかっ
たけど歌いながら手話ができ
ました︒
福祉まつりで歌う 石塚哲史
市役所に集まって歌を歌う
メンバーと対面した︒ちょっ
と寒い日だった︒めじろで練
習した歌を披露する機会がきた︒
私は手話がへたくそだった
ので歌詞をもって歌わせても
らった︒トップで歌うことに
なり︑緊張した︒森さんから
歌詞カードを受け取り︑準備
万端となった︒森さんも心な
しか緊張しているようだっ
た︒練習した通りに大きな声
で会場全体に歌声は響いた︒
会場には出店がたくさん並
んでいたが︑木製の花瓶を買
っていった︒

のはとても難しいですが︑今
では︑手話がないと暗記した
歌詞が出てこないまでになっ
ています︒
月２回しかない音楽教室で
は︑全てを練習につぎ込みま
す︒私には全く異次元の曲だ
ったのですが︑最終的には忘
れられない一曲となりまし
た︒目の前のお客様の反応が
知りたかったのですが︑バザ
ーの販売開始直後で︑お客様
がいつもより少なかったこと
が残念でした︒移動も発表も
スムーズに終わり︑全体的に
は︑とても良かったと自負し
ています︒

〜己を知り 他者を知り〜
連載コラム

平岡

達弘

私の障がい

最終回

回復期の病院を退院する時
は︑やっと車椅子での退院で
した︵﹁介護等級の要介護
３﹂の判定でした︒︶が︑今
はなんとか杖を使用して歩け
るまでに回復しました︒︵介
護等級の要介護２の判定にな
りました︒︶しかし︑まだま
だ歩行も不安定で︑家族
︵妻︶の全介護をうけている
状態なので︑家内の負担もか
なりピークで︑少しでも家内
︻ ページにつづく︼
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福祉まつり
荒井 武司
めじろ作業所は最初の出番
です︒フラダンスを行い次に
手話コーラスで︵旅立ちの日
に︶をやり終了しました︒
私のケア・マネジャーが見
にきてくれてるので探しまし
たが逆光線でまぶしくみつけ
られませんでしたが終了した
後に声をかけてもらい来てく
れたんだなと思いました︒
そのあとに㏚活動で別な場
所に移動しましたが皆聞いて
いるようには思えませんでした︒
福祉まつり
高野 英昭
朝から天候も晴れのおだや
かなひよりで温かだった︒
めじろ作業所は一番最初の
出番で︑特設ステージが設け
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寒さ厳しい折いかがおすごしでしょうか
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Open 10:30 Close 17:00（last order 16:45）
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寒中お見舞申し上げます

平成○○年一月
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雰囲気もとても良いので、友達を誘ってまた来
たいです。美味しかったです。
ご馳走様でした。( 女性 )

本年もよろしくお願い申し上げます

〒 ‐

000
0000

☆雰囲気とても良いお店です

初めて来店しました。
ホットサンドの外側がカリカリしていてとても
美味しかったです !
ココアのマシュマロが和みました。( 女性 )

寒中見舞い︑出すタイミングは？

﹂
使える言葉で︑﹁ Merry Belated Christmas!

寒中お見舞い申し上げます

新年早々年始をいただきありがとうございました

次郎
花子
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000
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昨年喪中につき新年のご挨拶は失礼させていただきました

平成 年一月

〒 ‐

寒い雨の日でしたが、店内明るく綺麗なお店で
暖かくてとても癒されました。ホットサンドを
頂きましたが丁度良い焼き加減で美味しかった
です。
食後にケーキも頂きました。甘さ控えめでこちら
も美味しかったです ! 家からは遠いのですが、
また来たいです。スタッフの皆様も素敵でした !
ありがとうございました。（女性 )

寒さ厳しき折柄皆々様のご健勝をお祈り申し上げます

出して
みませんか？

☆とても癒されました

☆初めてです

新年明けましておめでとうございます︒ これはクリスマスでも誕生日でも何にでも

本年も︑より一層のご支援を賜りますよ

う︑心よりお願い申し上げます︒

﹂などと印刷さ
﹁ Happy Belated Birthday!
れた市販のカードも多数存在します︒

寒中見舞いや余寒見舞いを出して︑心を

さて︑年賀状の時期も終わり寒中見舞

いを出されている方も多いと思いますが︑

いかがでしょうか︒

こんなご注文がありました

月はバザーのポスターデザインや文字打

10

5

温めて残りの冬の寒さを乗り切ってみては

日まで︒

7

1

日ごろ︶から

日から

1

月

日ごろ︶までとされています︒

1

寒中見舞いを出すのに適当な時期は︑二

月

4

十四節気でいう小寒︵

立春︵
2

月

日まで︶ですから︑出せなかっ

年賀状が松の内︵

本来は

ちのご注文があり︑その他に学校のリーフレ

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

A4

た年賀状のフォローには良いタイミング

9

ットデザイン作成のご注文がありました︒

どうしてもまた来たいと思い、来店しました。
なかなか家族と一緒に来れないので１人で来て
いますが 1 人時間をゆったり落ち着いて過ごせ
るので、私にとって憩いの空間です。
ありがとうございます。( 女性 )

月末ごろ

☆憩いの空間です

になります︒さらに立春から

前を通るたびに気になって本日お店に入りました。
ホットサンドがとても美味しかったので、次回は
違うメニューも食べてみたいです。
頑張って下さいね♪( 女性 )

8

ページとボリュームもありましたが︑自分

☆美味しかったです

までは︑
余寒見舞いを出すこともできます︒

時間の調整に利用させて頂きました。
布田に住んでいるのでお店は知っていましたが、
初めて入りました。とっても感じが良かったです。
また寄らせて頂きます。( 女性 )

2

15

めじろ作業所 の 寒 中見舞い

お客様からのメッセージ
☆時間調整に最適

自身も満足の行くレイアウトとなり︑好評を

周年

40

季節の挨拶など︑特定の時期にすべき

博しました︒

月は福祉まつりのご注文があり︑

11

通信をつい忘れてしまう︑という事態は

世界中どこでも起こりえる事だと思いま

記念ロゴ︑ポスター︑当日マップ︑ぬり絵等

【テーブルと椅子のこだわり】
店内のテーブルと椅子はさえずりの特注品。
座面の奥行きや高さ、堅さにこだわり、立つ時にテーブルの角や椅子の背もたれにつかまっ
ても安定する重さに配慮されています。また、椅子はゆったりくつろげる大きさで、肘掛は
出入りしやすいように片側のみに付いています。
片麻痺の方や車イスの方でもスムーズに移動しやすくなっています。
椅子の肘掛にはくぼみを施し、大切な杖を倒さず出し入れしやすいよう差し込める場所も作
られています。

12

月は年賀状やオリジナル一筆箋のご注文

【テラスのこだわり】
ウッドデッキで広々としています。
テントがあるため日差し避けになり、雨の日でもご利用頂けます。
花壇には季節の花々を植えております。
ペットとご一緒の利用も可能です。
散歩途中の近所の方々にもよくご利用頂いています。
店内は禁煙ですが、テラス席のみ喫煙できます。

す︒日本の様に季節の移り変わりを云々

【店内のこだわり】
さえずりは車イスの方、杖歩行の方、ベビーカー利用のお子様も入りやすいよう入り口・
店内は広々と作られています。

の作成をしました︒

【さえずりのこだわり】
さえずりのスタッフには耳の不自由なスタッフ・身体障がいのスタッフなどがおり、
障がいを乗り越え、接客・調理の仕事ができるよう皆で工夫し合い、コミュニケーションを
取り合いながら楽しく仕事をしています。

する習慣のない国にも︑やはりフォロー

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

の方法が普及しています︒英語圏では

編集担当：猪飼ともみ

﹂︵遅延した︶
という言葉を使います︒ がありました︒
﹁ Belated

vol.14

総件数

件
件
件

74
92
175

件
件
件
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音楽

らく

フラ

フラ

看相談

医相談
パッチ

らく

雛まつり

フラ
音楽

全体会議

００２２
‐

フラダンス教室
…
音楽教室
…

さえずり会議

し続けたかったのですが︑道
半ばで︑病気により全てを失
ないました︒
今は﹁好きだった海外旅行
ができるようになりたい︒﹂
と願っています︒︵おわり︶

今期予定

正会員 賛助会員 ご寄付

賛助会員 継続・個人
仁田 典子
新田 義彦
大澤 邦雄
大澤 文子
大澤 有里
前田 直美
加藤 美津
川島 操
宇井 静男

看護師の健康相談
…
医師の健康相談
…

敬称略

新規会員
宇井 よし子

看相談
医相談

匿名

◎節分︵さえずり営業︶
２月２日︵金︶

寄付

◎雛まつり︵さえずり営業︶
３月２日︵金︶

絵手紙教室
…
パッチワーク教室
…

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

日頃発行予定

表紙の題字 三浦 洋子
０４２︵４４３︶１６３２

月

みずほ銀行調布支店
普通 １３６９３７１
口座名 ＮＰＯ法人羽ばたく会

団体継続
リンＭＣグループ
ＮＰＯ法人リフレッシュ工房

さえずり会議

１調布セントラルアパート１階
‐

◇銀行振込

◎花見︵さえずり休業︶
４月２日︵月︶

絵手紙
パッチ

３
‐

らく

音楽
個別
個別
職員会議 支援面談 支援面談
絵手紙

】

振 込 口 座

【

パッチ
手話

看相談 全体会議

音楽

フラ

看相談
手話

フラ

パッチ

4
らく
花見

全体会議

音楽

パッチ
東京都調布市国領町１

００１６０-７-３５８９５８
加入者名 トクヒ）羽ばたく会

20

音楽

らく
職員会議 パッチ
看相談
手話

フラ

看相談
春分の日

絵手紙

は︑人の実生活すべてに通じ
る︒﹂と言う格言を思い出し
ました︒今でも︑背筋を伸ば
して姿勢を正すことを意識す
るよう注意しています︒
仕事は︑国土交通省管轄の
東村山の試験所で︑﹁船舶の
防火材料の火災試験﹂をやっ
ていました︒国土交通省︵海
事局︶の船舶の防火材料の認
定試験です︒
船舶の防火材料の火災試験
に関連し︑ＩＭＯ︵国際海事
機構︑英国ロンドン︶の防火
関連の会議や︑ＩＳＯ︵国際
標準化機構︶の船舶の防火に
関する会議にも出席していま
したが︑障害者になって職を
退くことになりました︵退職
した︶ので︑定年までもう少

手話

らくらく体操
…
手話教室
…

看相談

︻７Ｐ 私の障がい つづき︼
の負荷を軽減できればと︑リ
ハビリに励んでいます︒麻痺
側が少しでも動けばよいです
が︑まだ︑左手は︑全く棒の
状態です︒
私は趣味で﹁弓道﹂をやっ
ていました︒調布弓道連盟に
所属しており︑﹁弓道錬士六
段﹂です︒今は半身麻痺です
べてダメになりましたが︑現
在の望みは﹁弓が弾けるよう
になれたらいいな﹂と願って
います︒
半身麻痺のリハビリでは︑
背筋を伸ばして姿勢を正すこ
とを︑しつこい程注意されま
した︒これは︑弓道の教えと
共通しており︑弓道で言う
﹁︵射即人生︶＝弓道の教え

らく
手話

振替休日

〒１８２

◇郵便振替

4

Fax

憲法記念日 みどりの日 こどもの日

振替休日

昭和の日

音楽

2
節分
らく

3
フラ

絵手紙

フラ
手話

職員会議 パッチ
手話

建国記念日

4
3
2
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