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た︒
その途中お腹が空いてきて
買って食べたい衝動に駆られ
ましたが︑その後すぐのソラ
マチでの昼食が待っていたの
でがまん︒
スカイツリーでは日本最高
峰の建設技術に魅せられ感動
しました︒全く揺れずに 秒
でエレベーターが展望デッキ
に到達することも然りです︒
世界一高い電波塔︒地震の
多い日本︒最後まで東京に残
ると思いながら帰路に就きま
した︒

像を見た︒
東京スカイツリーでは１階
にお店があるのは知らなかっ
た︒次にエレベーターに乗っ
たら︑中の飾りが珍しい模様
で綺麗でした︒展望台に降り
て︑眩しくなった︒
富士山が見えなかったのが
残念だ︒景色を眺めていた︒
ミニカーのおもちゃみたいで
かわいかった︒最上のデッキ
に数人で一緒に行った︒
有名な映画や色々なキャラ
クターの写真を見て楽しかっ
た︒団子と昼食事は美味しか
った︒
ありがとうございました︒

日帰り研修感想
竹下 博幸
柴又では︑寅さん記念館を
見学して家族におみやげを買

日帰り研修にいって
青木 里衣
寅さんの博物館では︑昔の
汽車と列車にのりました︒
スカイツリーではガラスで
下が見えるところに行きまし
た︒ガラスごしに下の写真を
とりました︒ちょうど川と噴
水がみえました︒
家に帰ったら夕刊にスカイ
ツリーの噴水で遊ぶ子供達の
写真がのってました︒
おみやげもいっぱい買った
し︑疲れたけど楽しかったで
す︒
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日帰り研修旅行の感想
鈴木 圭
初めて柴又とスカイツリー
に行きました︒梅雨の合間だ
ったので雨が降るか心配だっ
たけど︑よく晴れてよかった
です︒
めじろに入って初めての東
京観光だったのでびっくりし
ました︒商店街は︑江戸時代
の建物のようなお店が駅まで
ずっと並んでて昔にタイムス
リップした感じがしました︒
至る所にお煎餅屋さんがあ
って︑一回だけ食べてみたけ
ど市販の煎餅よりも美味しか
ったです︒
スカイツリーでは︑上る前
にショッピングモールみたい

いました︒
スカイツリーでは︑沢山の
外国の人がいて移動が大変で
したが︑眺めは素晴らしかっ
たです︒
今回︑日帰り研修に参加し
て︑皆さんと同じ速さで行動
できて疲れはしましたが︑い
い運動になりました︒楽しか
ったです︒

寅さん記念館＆東京スカイツ
リー
月岡 昭彦
ＡＭ８時 分にめじろ作業
所に集合して︑すぐに出発！
僕は時間前に来て︑タバコを
吸って行く気満々でバスに乗
った︒
まずは寅さん記念館と山田
洋次ミュージアムに行きまし
た︒寅さんの映画は知らなく
ても︑スタッフが上にいて本
物かと驚きました︒
後︑外に出ての階段が︑途
中から手すりがなくて︑壁伝
いに歩いていたら壁がなくな
っていたので︑職員に頼もう
としたら低い塀があってそこ
に座って移動しました︒
参道商店街では︑家族とグ
ループの友達におみやげを買
って行きました︒
その後︑東京スカイツリー
に行きました︒東京スカイツ
リーの１階のレストランで︑
お昼ご飯を食べて行きました︒
いよいよ︑東京スカイツリ

な所で熱帯魚を見て︑私も欲
しいと思ったけどお金がない
ので見るだけにしました︒
エレベーターに乗ったとき
に︑耳がつまって自分だけ唾
を飲み込んでたので恥ずかし
かったです︒
展望台に着いたら新宿や浅
草や有明などが見えたけど︑
自分の家は見えなかったので
残念でした︒今度は一人で電
車で行きたいです︒

日帰り研修旅行
丸山 さやか
今年の日帰り研修旅行は浅
草とスカイツリーに行きまし
た︒浅草は個人的にも何度か
行ったことがあり︑好きな場
所なのですが︑スカイツリー
に行ったのは初めてでどんな
所か知れて良かったです︒
天気にも恵まれて︑展望台
から見える景色も良く見えた
のでとても嬉しかったです︒
昼食に食べたハンバーグも
ボリュームがあって美味しか
ったです︒

寅さん記念館とスカイツリー
の見学
高橋 庸介
朝︑８時 分にめじろ作業
所に集合し︑バスでまず︑葛
飾柴又へ向かいました︒
寅さん記念館と山田洋次記
念館を見学しました︒寅さん

ーに登りました︒僕は︑２回
目なので恐怖心はなくて︑下
を見て怖がっている人を見て
僕は楽しんでいました︒その
後︑下に行きおみやげを買い
に行って︑けっこうお金をつ
かった︒

日帰り研修感想文
高野 英昭
梅雨の合間の晴れの日で天
候も良く︑調布インターから
首都高に入り 時過ぎに最初
の観光地︵寅さん記念館︑帝
釈天︶に着いた︒
松竹映画の寅さん﹁男はつ
らいよ﹂はテレビで何回か見
た事はあったが︑色んなセッ
トがあり︑帝釈天参道も老舗
の店が沢山あって昭和のレト
ロな感じが楽しめた︒
時ごろにスカイツリーに
着き︑お昼に出たハンバーグ
定食はとても美味しかった︒
さすがにその高さ︑大きさ
はほかの建物とは比べようが
なく︑高速エレベーターで展
望台に行くと東京の下町一帯
が一望でき︑毎年︑隅田川の
花火大会で見られるアサヒの
黄金の魂の塔が間近に見られ
た︒
帰り道は首都高で都内見物
をしながら１時間ほどでめじ
ろに着き︑あっという間では
あったが充実した日帰り研修
だった︒

前田

功

日帰り研修
藤井 英人
梅雨入りの中で珍しく快晴
に恵まれた日でした︒
目的地は葛飾柴又とスカイ
ツリーです︒

日帰り研修
最高

シリーズは全部見たという記
憶はない様な気がしますが︑
雰囲気や寅さんの人柄が伝わ
ってくるようなユーモアたっ
ぷりの館内の雰囲気でした︒
山田洋次記念館にも数々の
映画の紹介がされていて︑知
らない時代に作られた作品や
最近の映画まで︑多岐にわた
り展示があったので︑飽きが
こない館内でした︒
柴又の街を散策して︑古き
良き下町の雰囲気を感じなが
ら︑おみやげを買い︑バスで
スカイツリーへ向かいまし
た︒
スカイツリーの下にあるソ
ラマチを食事の後に︑ぶらつ
いて︑いよいよ展望台に向か
いました︒
さすがに賑わいがあるなぁ
と感じながら︑天望回廊にも
行き︑３６０度の大パノラマ
に圧倒されました︒東京ドー
ムや浅草方面が外に見え︑ス
マホで記念に撮影︒
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日帰り研修
皆さんの日頃の行いが
良 く︑梅雨の貴重な晴れ間と
なった６月 日︵金︶の日帰
り研修旅行ですが︑今年は葛
飾・柴又方面に行き︑寅さん
記念館・山田洋次ミュージア
ム・帝釈天・スカイツリーを
見学しました︒近場ですが︑
初めて訪れた方も多く︑お団
子も沢山買って楽しかったで
すね︒スカイツリーで食べた
高級ハンバーグ・ランチにも
大満足☆ ︵森︶

楽しかった下町の旅
林 千佳子
﹃寅さん記念館﹄は出来た
ばかりの頃︑一度行った事が
ありました︒数年前に山田洋
次さんのミュージアムが併設
され見やすく変わっていまし
た︒寅さん記念館は映画のセ
ットや撮影風景映画とは何た
るやと︑理解出来ました︒
風景のジオラマの展示︑そ
して寅さん映画に一貫して流
れ続ける日本の心と心情風景
が表現され︑日本の良さその
ものを改めて感じ︑映画のセ
ットと共に寅さんの世界に浸
ることが出来ました︒実際の
舞台となった帝釈天の参道を
歩き︑寅さんが出現する柴又
駅まで買い物しつつ歩きまし

昔ながらの下町から近代のタ
ワーへ
高橋 光太
今年の研修旅行は︑昔なが
らの風情漂う柴又散策︑寅さ
ん記念館と︑東京スカイツリ
ー見学と盛りだくさんでした︒
寅さん記念館では写真撮影
に夢中になりすぎて︑全体的
にはほとんど写真を撮れませ
んでしたが︑スカイツリーか
ら一望する東京の要所を撮る
ことができてよかったです︒
遠くの方は曇っていて富士
山の姿は残念ながら見えませ
んでしたが︑そのかわり︑柴
又散策で色々なお土産を見て
目で楽しみ︑買って楽しみ︑
食べて楽しむことができまし
た︒日本の旧い時代と︑新し
い時代のものを見て︑胸がい
っぱいになる研修旅行でした︒

柴又︑寅さん記念館と東京ス
カイツリー
土岐 朋子
お天気のよい日でみんな喜
んでおりました︒寅さんで有
名な﹁男はつらいよ﹂は︑見
たいけれど字幕付きが無いの
で残念に思う︒見学で色々な
昔の名俳優や名女優が展示さ
れていていい思い出でした︒
寅さんは本当に優しくて︑
いつも誰にでも励ましてあげ
て︑気が置けない人で泣けて
きます︒
柴又駅の寅さんとさくらの
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七夕
７月６日︵金︶めじろでは
一日早い七夕でした︒皆で楽
しくお弁当を食べ︑わいわい
がやがやしました︒皆で食べ
ると﹁美味しいお弁当﹂が
﹁更に美味しいお弁当﹂に変
わりました︒ご飯を食べたあ
と︑一人一人に短冊へ願い事
を書いてもらい︑順番に笹に
飾りに行きました︒あいにく
の雨でしたが︑皆さんの願い
事がどうか叶いますように
︒︵白田︶
…
七夕まつり
林 千佳子
今年の七夕の日も︑やはり
雨でした︒そして︑職員の方
が用意して下さったお昼のお
弁当もとても美味しく︑夏野
菜が沢山入っている日本料理
の味のある上品な可愛らしい
お弁当です︒
何時も食べきれない私なの
に︑今回は︑ご飯もおかずも
全て平らげました︒それに協
力して下さった方のご厚意に
よる珍しいラムネもあり︑
次々と開けて下さっていまし
た︒若い人はあまり目にしな
い飲み物らしく︑ちょっと飲
むのに苦労している感じもあ
りました︒そんな私だって瓶
から直接口を付けて飲むのは

張りましょう︒
お天気はきまぐれで夜に星
が見えなくて︑雨が降った︒
ごちそうさまでした︒あり
がとうございました︒

七夕の感想
鈴木
圭
私は七夕と言えば︑給食で
そうめんや磯辺揚げが出てた
ので︑めじろでも同じような
メニューが出るかもしれない
と思ったけど︑弁当でした︒
去年より少なかったのでち
ょっと物足りないなと思いま
した︒でもラムネが出たので
嬉しかったです︒
今度は七夕に合ったメニュ
ーとかがいいなと思います︒

七夕の感想
河野 香澄
七夕はおもちが美味しく好
きな味でした︒
お願いは短ざくにたくせて
よかった︒

新連載

今日の一言
めじろ作業所の日頃の活動
のひとコマをご紹介する新コ
ーナー︑﹁今日の一言﹂を新
連載いたします︒
めじろ作業所では朝とお昼
のミーティングのときにすべ

難しいようだったので︑自分
のカップに注ぎ飲みました︒
その他に下にビスケットを
敷いたキッシュもあり︑その
後︑願いを書いた短冊を皆で
順番に笹に結びに玄関前まで
歩いて行きました︒でも結ぶ
ことは無理だったので︑職員
の方にお願いしました︒
そして︑記念写真を撮り︑
午後から︑普通に仕事しまし
たが︑どこかお腹にその残骸
が残っているような感じでした︒

七夕感想
竹下 博幸
時に皆さんと昼食をいた
だきました︒短冊に﹁願いを
書いて﹂と言われ色々悩みま
したが︑昨年と同じ事を書い
てしまいました︒
短冊に書くことで改めて自
分が進んで行こうと思い描い
ている人になりたいと思える
いいイベントだと思います︒
楽しかったです︒

七夕の昼食会
月岡 昭彦
僕は︑ 時 分頃について
しまい︑時間つぶしにタバコ
を満喫してから席についた︒
それから︑お弁当を前にして
いたら︑隣で座っていた青木
さんが︑﹁いただきます﹂の
号令がないままに︑食べよう

ての会員と職員が一人一言と
いう 秒から１分程度でスピ
ーチを行います︒内容はネガ
ティブでなければ何でもＯＫ︒
思わず笑ってしまったり︑
深く考えさせられたりと︑多
種多様なスピーチをお楽しみ
下さい︒
︵↓ 職員コメント︶
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街を抜けて柴又駅前にある寅
さん像の前で写真を撮ったの
で︑仕上がりが楽しみです︒
東京スカイツリーは︑完成
した頃で病気になる前にドラ
イブで行った事がありまし
た︒当時はまだ完成したばか
りで展望台は１時間以上待た
され︑上に行くのを諦めたの
で︑今回初めて展望台に上が
りました︒展望室では︑床
が︑ガラス張りのガラスの上
に乗ってスリル満点でしたよ︒
地上まで良く見え過ぎて一
緒に行動していた丸山さんは
怖がってガラスの上には乗ら
ず︑林さんは写真が撮れなく
て残念そうでした︒
とても楽しい日帰り研修旅
行でした︒次回の日帰り研修
旅行が︑凄く楽しみです︒

日帰り研修
石塚 哲史
梅雨のこの時期︑旅行とは
心配だったが︑見事に晴天と
なった︒柴又帝釈天で寅さん
の記念館をみてまわり︑山田
洋次さんの寅さんにかける愛
情を知った︒
スカイツリーは見晴らしが
よく︑東京を見下ろす事がで
きて感激だった︒
移動のバスの席が林さんの
隣の席で︑楽しい会話をする
事ができた︒ありがとうござ
いました︒

で 良 か っ た し ︑願いが叶うと
良いなと思いました︒

七夕
高橋 光太
七夕の昼食会に参加しまし
た︒お弁当の他にラムネとキ
ッシ ュ と ︑ 豪 華 な メ ニ ュ ー
が 並 び︑食べきれるかな？と
少し思いましたが︑食べ終わ
ってみると意外にあっさり平
らげてしまいました︒
もちろんとても美味しかっ
たですが︑中でもお弁当の煮
豆と卵焼きが特に美味しくて
とっても満足でした︒
私はラムネが大好きなので
ラムネを持ち帰って家でじっ
くり楽しもうと思い︑その場
で飲み切らないで少しずつ飲
んで余るようにしました︒

七夕まつりに
土岐 朋子
頂いたラムネを飲んだ︒何
年か振りでも︑ラムネの味は
変わらず懐かしかった︒
お昼弁当はメンバーに優し
いヘルシーで上品なお弁当
で︑キッシュはキノコが入っ
ていてとても美味しかった︒
終わったあと︑一人一人で
言葉を考えて︑短冊に願いを
書いた︒ いろいろな短冊が
あり読んで楽しかった︒勇気
が出てきたので︑お互いに頑
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寅さん記念館に行きました
が︑とても広く懐かしい映画
やマドンナたちの顔も見れ︑
とても楽しめました︒又外で
は色々なお土産品も売ってお
り︑何を買うか迷ってしまい
山ほど買ってしまいました︒
スカイツリーは︑初めて来
ました︒高い所は苦手な私な
のですが︑全員参加というこ
とで登りはしましたが︑窓際
は通らずに遠くから見学し︑
喫茶店があったので皆でコー
ヒーを飲んで楽しみました︒
しかし︑コーヒーが薄くて
まずかった︒さえずりのコー
ヒーの方がよほど美味しいです︒
最後に運転手の方︑バスガ
イドの方︑時間通りで何事も
なく帰ってこれた事に感謝い
たします︒次回も宜しくお願
い致します︒

日帰り研修旅行
安日
泉
梅雨入りのど真ん中なの
に︑素晴らしい天気に恵まれ
た︒暑かったけど寅さん記念
館の館内は︑とても快適に見
学出来ました︒
続いて山田洋次監督博物館
の壁紙には︑映画作品のタイ
トルが沢山印刷されていて︑
まだ見た事の無い映画や昭和
っぽい映画タイトルに興味が
湧きました︒
柴又帝釈天では︑柴又商店

としていたので僕が︑ストッ
プをかけたので︑ひと安心︒
その後︑短冊を誰にも見えな
いように︑書いていた︒
お弁当は︑美味しくいただ
きましたが︑少し残してしま
いました︒その後︑写真撮影
をしてから︑すぐに僕の所属
している﹁東京レインボー倶
楽部﹂に行って︑いいプレイ
が出来ました︒

七夕会の感想文
高野 英昭
通常の作業であったが︑午
前中に七夕の短冊にお願いご
とを書いた︒
お昼から七夕会が開かれ︑
美味しそうなお弁当︑キッシ
ュ︑ラムネ︑お茶が出てき
て︑そのようなものが出て来
るとは思わなかった︒とても
美味しく頂きました︒
それから外に出て願いごと
を書いた短冊を笹の葉に付け
て︑皆で七夕会の写真を撮っ
た︒願いごとが叶えばいいな
ぁと祈願した︒

七夕 感想
丸山 さやか
お弁当がとても豪華でキッ
シュも美味しかったです︒ラ
ムネも久しぶりに飲めたので
嬉しかったです︒
短冊も書くことが出来たの

︵Ｍさん︶ワールドカップの
日本代表西野監督は浦和西高
校で奥さんの同級生だった︒
歳︒今までサッカーなんか
興味なかったのに︑サッカー
に嚙り付いている︒面白いで
す︒
↓年齢はふせた方がよかった
かもですね︒汗

︵Ｓさん︶ごみ捨てに行った
らゴミ捨て場にメスのクワガ
タを見つけました︒弟が虫好
きなので持って行ったら﹁お
前のことだからゴキブリ持っ
てきたのかと思った﹂と言わ
れた︒
↓それ︑きっとゴキブリです
よ︒笑

30

︵Ｔさん︶いつも行っている
お店でお金を落としてしまい
まして︑残念でしたけど︑店
員さんが私のことを覚えてい
て拾ってくれていました︒ホ
ッとしました︒
↓店員さんもホッとしてるで
しょう！

4
5

12
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暑中見舞いの書き方は・・？

のみでもかまいません︒﹁○○年

結語は不要です︒日付は﹁○○年○月﹂

ました︒関東甲信地方が６月に梅雨明け

などとすることも多いです︒

今年の梅雨は︑かなり早い時期に開け

するのは初めてのことだそうです︒水不

﹁猛暑期に相手を気遣う﹂ことが︑暑中

盛夏﹂

足や︑農作物への影響が心配ですが︑皆

見舞い・残暑見舞いの主旨︒暑い時期の

挨拶ですので︑長い文章にするよりも簡

潔にし︑イラスト類もさわやかなものを

使うと良いでしょう︒

こんなご注文がありました

様いかがお過ごしでしょうか︒

さて︑今年も暑中見舞いの季節になり

ました︒

暑中見舞い・残暑見舞いは︑季節の挨

…

拶状のひとつです︒特に決まった形式は

ありませんが︑一般に

たくさんのご注文がありました︒三千部の

4

月は新年度の始まりということもあり︑

﹁暑中お見舞い申し上げます﹂﹁残暑

印刷・折り・ホッチキス留め作業や︑領収

１．季節の挨拶

お見舞い申し上げます﹂などの決ま

書の作成がありました︒

月にかけては︑名刺のご注文

5

り文句

４月から

が増えます︒今年もたくさんのご注文があ

２．先方の安否をたずねる言葉／自身の

近況を伝える言葉／先方の無事を祈

などがありました︒

6

月は会報誌の作成や︑講演会のお知ら

その他、新メニューの甘くて懐かしい「いちごミルク」、スッキリ飲みやすい「いちごソーダ」
も販売しております。是非ご来店下さいませ♪

せ︑ポスター作成のご注文がありました︒

食べやすいよう大きめの器に盛られたかき氷はフワフワで軽く、トッピングで味の変化をお楽し
み頂けます。温かい麦茶付きなので、冷たいかき氷を食べた後にほっと一息出来ますよ♪

り︑名刺以外には︑封筒や総会資料の作成

さえずりでは月に 1 度スタッフが集まり、【さえずり会議】を開催しています。
今回は、かき氷発売前にスタッフ全員で商品作りの研修会を行いました！
製作の手順や注意点を共有し、質問・意見交換をします。
お客様へスムーズに 1 人 1 人が提供出来るよう、作り方の手順表を見ながら説明後、職員が付添
いいざ実践練習へ。皆さん久しぶりの氷削りにドキドキしながら１人ずつ、昨年の感覚を思い出
しかき氷を作りました。

る言葉

７月より今年もかき氷がスタートしました！
今年も「宇治抹茶」と「いちご」の 2 種類を提供致しております。

３．日付

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

のように書きます︒

編集担当：猪飼ともみ

﹁拝啓﹂などの頭語や︑﹁敬具﹂などの

vol.16

第九号
編
坪井

集
唯

お客様からのメッセージ
☆美味しかったです！

☆ご親切にありがとうございました

ケーキとドリンクとっても美味しかったです！
店内の飾りつけも可愛くてほっとできる空間でした♪
また遊びに来ます！（男性・女性）

夫が電動車椅子なのですが、建物がバリアフリーな
上、スタッフの方々が親切に介助して下さり助かり
ました。ご親切にありがとうございました。かき氷、
美味しかったです！（男性・女性）

ご来店頂きありがとうございました！店内ディスプレイは
季節やイベントにより変わりますので、是非またお越しく
ださいませ♪お待ちしております★

☆ランチョンマット可愛かったです
以前から伺いたいと思っていて、今日やっと実現で
きてうれしいです。お店の雰囲気がとてもよく、1 人
ずつ敷いて頂いた紙のランチョンマットも可愛かっ
たです。店内もきれいでケーキセットを美味しく頂
きました。障がい者の方々が、ご自分の力を発揮し、
楽しく社会生活ができますよう応援しています。（女性）
以前から当店を気にかけて頂きありがとうございます！ラ
ンチョンマットは「めじろ作業所」で作成しているさえず
りオリジナルランチョンマットです♪季節ごとに色を変え
て提供しています。スタッフへのメッセージも頂きありが
とうございます。お客様からの優しいお言葉がとても励み
になります♪

77

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

当店は車椅子やベビーカーでも利用しやすいように作られ
ています。お出かけでの際に心配なお手洗いも車椅子でそ
のまま入ることができるよう、広く使いやすく作られてい
ます。是非またお越しください♪

☆是非また来たいです！
ホットサンドが外がパリパリ、中はふんわりでとっ
ても美味しかったです！！ぜひまた来たいです！ラ
ンチにランチセットでケーキが付いたものがあると
嬉しいです♪（女性）
ホットサンドの嬉しいご感想頂きありがとうございます♪
ランチセットの提案も頂きありがとうございます！
今後のメニュー展開の参考にさせて頂きます。

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

4月
5月
6月

名 刺

28
12
21

ハガキ
件
件
件

5
1
3

B5 〜 A3
書
類

封 筒
件
件
件

1
3
5

件
件
件

35
36
21

製 本

A2 〜 A0
件
件
件

2
0
5

件
件
件

2
1
2

総件数
件
件
件

73
53
57

件
件
件
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フラダンス教室
…
音楽教室
…

振替休日

手話

音楽

看相談

絵手紙教室
…
パッチワーク教室
…

８月 日︵日︶
◎振替休日 ８月 日︵月︶
◎ ３市合同ほっとハート 調布
９月 日︵土︶
◎振替休日 ９月 日︵月︶
◎一泊研修
月 日︵木︶〜 日︵金︶

正会員・賛助会員・ご寄付

賛助会員 新規・個人
賛助会員 継続・個人
小林 隆
山盛 潤
浅野 謙治郎・恵子
木村千津子
小川 勇
佐藤 敏弥
若林 誠
永井 邦子
坪井 誠一
笹本 義弘
桑原 信子
中嶋 勝夫
土岐 昭夫
賛助会員 継続・団体
リン・ＭＣグループ 株( )
寄付 小林 佳江
敬称略

看相談 …
看護師の健康相談
医相談 医
…師の健康相談

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サ
ービス券が付きます︒
◎正会員
・入会金
五〇〇〇円︵ 個人・法人︶
・年会費
三〇〇〇円︵個人︶
五〇〇〇円︵法人︶
◎賛助会員
・入会金
三〇〇〇円︵個人︶
五〇〇〇円︵法人︶
・年会費
三〇〇〇円︵個人︶
五〇〇〇円︵法人︶

施設長のひとりごと

日頃発行予定

表紙の題字 三浦 洋子
０４２︵４４３︶１６３２

月

今回のトピックスは理事長の交代
です。良いところは継続し、良く
するために変化し、グレードアッ
プしためじろ作業所を皆で作り上
げていきましょう。施設長大澤

次号

℡ ０４２︵４４３︶１６３３ １･６３４

8

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

10

１調布セントラルアパート１階
‐

】

振 込 口 座

【

27

3

12

前理事長退任挨拶

パッチ
３
‐

さえずり会議

理事長 河内 美江子
羽ばたく会の理事長として
長らくご懇情を賜っておりま
したが︑この度理事長を退任
し︑監事に就任いたすことと
なりました︒
在任中は公私ともに格別の
ご厚誼を賜り心より御礼申し
あげます︒
また︑後任には平野義幸氏
が就任いたしましたので︑私
同様よろしくお願い申し上げ
ます︒

らく

in

全体会議

今 期 予 定

フラ

26

看相談

◎暑気払い ８月 日︵金︶
◎夏休み
８月 日︵月︶〜 日︵水︶
◎調布よさこい・ハッピーまつり

職員会議
東京都調布市国領町１

絵手紙
パッチ

敬老の日

このことは羽ばたく会の大
きな財産となっております︒
障がいのある方がその障が
いを乗り越え︑社会で活動さ
れることは︑ご本人やその家
族の皆様の喜びにつながると
思います︒
めじろ作業所は通所者一人
ひとりの個性を大切に︑自立
と社会参加を支援しておりま
す︒
本法人は長年にわたり︑地
域の方々や専門分野を担当い
ただく皆様に支えられてまい
りました︒
皆様のご支援︑ご助言をい
ただきながら事業運営を進め
てゆく所存ですので︑今後と
もよろしくお願い申しあげま
す︒

フラ
音楽

パッチ

新理事長就任挨拶

らくらく体操
…
手話教室
…

００２２
‐

30

看相談

理事長 平野 義幸
このたび︑６月 日に開催
されました羽ばたく会第８回
定期総会において︑理事長と
いう大役を仰せつかりました
平野です︒
前任者の河内さんをはじめ
職員の皆様には幾多の困難を
乗り切り︑多くの賛同者を得
て今日のめじろ作業所の基盤
を確立されました︒

らく
手話

〒１８２

◇郵便振替
００１６０-７-３５８９５８
加入者名
トクヒ）羽ばたく会

10

Fax

15

10

さえずり会議

音楽

10
パッチ
らく
フラ

全体会議
手話

9

１

音楽

フラ

暑気払い

11

らく

手話

らく

パッチ
職員会議
音楽
絵手紙

一 泊 研 修

看相談
手話
体育の日

看相談

13

絵手紙

秋分の日

さえずり会議

らく
振替休日

フラ
振替休日

３市合同
ほっとハート
全体会議

調布よさこい
ハッピーまつり

パッチ
看相談
音楽
絵手紙

手話
職員会議
み
休
夏

音楽
手話

パッチ

山の日

15

らく

8
フラ

フラ

10
9
8

