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一泊研修
毎年恒例の一大イベント︑
﹁一泊研修旅行﹂︒今年は
月 ︑ 日に実施しました︒
駿河湾クルーズに浜焼き体
験︑世界遺産の韮山反射炉見
学︑土肥金山で砂金採り体験
にオラッチェ牧場で芋掘り体
験と盛り沢山の内容でした！
︵橋本︶

とはじける牡蠣のような物か
ら︑蓋をしっかり占めている
栄螺や蛤のようなものまであ
るのですが︑店の方の説明は
全て弱いトングで開けるとい
うわけです︒貝達も食べられ
まいと奮闘します︒同じテー
ブルの方たちと楽しく交流が
出来ました︒

ぐりをして砂金採り体験をし
たが︑１回ではコツが掴めず
３〜５ツブ採れた︒それから
酪農王国オラッチェで芋掘り
をして︑昼は伊豆フル ―
ツパ
ークで白子釜飯膳︑海老名Ｓ
Ａで休憩︑楽しい旅路だった︒

伊豆の旅行
高橋 光太
３年ぶりに参加した研修旅
行︒駿河湾クルーズで船の上
から駿河湾の景色を一望し︑
いろんな所を写真に収めまし
た︒
お昼に三津浜の魚介類を網
焼きにしたり︑お寿司をいた
だいたりしました︒
他にも韮山反射炉で集合写真
を撮ったり︑二日目には土肥
金山で実際に洞窟を歩いて歴
史を学び写真に収め︑砂金取
りをし︑オラッチェで芋を掘
り︑フルーツパークでお昼を
食べ︑お土産を買い︑帰りに
晴れたおかげで頭がぽっかり
見えた富士山を写真に収めた
ところでカメラのバッテリー
が切れました︒ とても充実
した旅行になり︑楽しかった
です︒

一泊研修旅行に参加して
高橋 庸介
今年も一泊研修旅行に参加
しました︒今回は西伊豆方面
に行ってきました︒
駿河湾クルーズで新鮮な空
気を吸って良いリフレッシュ
になりました︒
その後︑浜焼き体験があ
り︑新鮮な魚介類をお腹一杯
食べることができました︒
韮山反射炉の見学もして︑
歴史に触れた充実した一日目
でした︒
ホテルで毎年恒例のビンゴ
大会がありました︒最初にビ
ンゴの用紙を渡され︑ゲーム
を楽しんでいました︒周りの
みんなが次々にリーチの声を
上げる中︑なんと一番目にビ
ンゴになったので︑びっくり
しました︒
そして︑金券をもらい︑ビ
ンゴの機械を動かす係になり
ました︒そして︑次々にみん
なからビンゴの声があがり︑
金券を受け取っていました︒
ビンゴ大会が終わり︑部屋で
くつろぎ︑のんびりして一日
目は終わりました︒
二日目には︑土肥金山で砂
金採りの体験や鉱山で働いて
いた人々の様子が分かり︑良
い経験になりました︒
イモ掘り体験もして︑とて
も充実した研修でした︒

調布よさこい
ハッピーまつり
８月 日㈰は﹁調布よさこ
い・ハッピーまつり﹂でし
た︒
℃と言う例年稀にみる猛
暑の中でしたが︑真向かいの
常性寺さんでは﹁めだか市﹂
や︑めじろでは今流行りの
﹁電球ソーダ﹂の販売を新た
に試みました☆︵森︶

調布よさこいハッピーまつり
高橋 光太
今年は台風の影響で死ぬほ
ど暑いかと思えば急に涼しく
なったり︑気温の上下に揺さ
ぶられて非常に大変な夏でした︒
ハッピーまつり当日はとい
えば︑死ぬほど暑い日に該当
し︑私の担当時間は太陽が傾
きかける 時くらいだったに
も拘らず地獄のような灼熱ぶ
りでした︒
おまつり参加者もお客さん
も︑水分が汗で出て行くから
なのか時間帯の問題なのか︑
ちらほらとしかトイレを借り
に来る人はいませんでした︒
終業時にかき氷の無料券で
かき氷を食べて帰るのです
が︑今年はこのかき氷のあり
がたみが骨身に沁みる思いで
した︒本当に︑本当に暑い一
日でした︒
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一泊研修旅行の感想文
高野 英昭
今年の一泊研修旅行の西伊
豆 駿河湾クルーズ・土肥金
山砂金採り体験ツアーに参加
した︒天気にも恵まれ︑８時
３０分にめじろ作業所を出発
した︒
いつもの武州交通の観光バ
スに乗り︑調布ＩＣに入り八
王子方面に圏央道を通り足柄
ＰＡで休憩した︒それから西
伊豆︑駿河湾に着き遊覧船に
乗り︑久しぶりに潮風を感じ
た︒
昼食は海産物の浜焼きで︑
お寿司もあったのでたらふく
食べた︒
午後は世界遺産の韮山反射
炉を観光してから︑クリスタ
ルビューホテルに着いた︒露
天の温泉で夕方と翌朝の２回
入った︒
朝食はバイキングでここで
も和︑洋食が色々ありお腹い
っぱいたらふく食べた︒
２日目は土肥金山で坑内め

と改めて思いました︒
でも私が寄ったお店は食べ
物屋さんばっかりで︑実はい
つもと大して変わりませんで
した︒いつもより色んな物を
食べられて楽しかったです︒

三市合同駅前イベントほっと
ハート 調布
卯月 小百合
私の手作りが購入してもら
えて嬉しかったです︒

ほっとハートの感想
竹下 博幸
三市合同ホッとハートに参
加して︑色々な物が沢山あっ
てとても楽しい集いでした︒
私が担当したのが︑レポー
ト担当でした︒最初は︑何を
していいか分からなかったの
で︑見たものを携帯にメモり
ました︒
１時間で５周位まわりまし
た︒少しずつ﹁やる事﹂が分
かって︑気分よく担当したお
仕事が出来ました︒良かった
です︒

ほっとハート展に行ってたっ
ぷり見ました
伊地山 悠子
沢山の人々がいるんだけれ
ど︑青木里衣ちゃんと一緒だ
ったのが︑嬉しかったです︒
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西伊豆の一泊研修
林 千佳子
西伊豆は二度目の場所でし
た︒今回も色々発見と体験が
ありました︒
漁船の様な遊覧船は凄いス
ピードの船で︑振り落とされ
ないように︑船尾の椅子の背
を握りました︒白波を立て鴎
と共に航行し︑養殖の生け簀
を周って︑下船となりました︒
海岸沿いの心臓破りの坂の
上にある浜小屋の浜焼きがそ
の日の昼食でした︒お店の人
の説明を聞き︑その昼食はと
ても楽しく︑大変なことと直
ぐに理解しました︒
座ったテーブルの上には目
の高さのガス台があり︑食材
は離れたところの冷蔵庫にあ
ります︒自分達で全部持って
来て︑ガス台に乗せ︑貝や魚
などが焼き上がるのを待つの
です︒貝の中には網に乗せる

三市合同ほっとハートについ
ての感想
池田 邦夫
調布９事業所︑府中 事業
所︑多摩市 事業所の三市合
同の障がい者の展示即売会が
調布駅前で行われました︒
私は初めての参加となりま
す︒私の役割は市場捜査で︑
時〜 時まででしたが︑天
気の状態が悪いため早めに帰
りました︒
基本内容は︑ 月に行われ
る福祉まつりと同じだと感じ
ました︒
場所が駅前のため︑電車で
行くには良かったです︒焼き
鳥が︑１本１００円で売って
いたり︑布切れで作った草履
が︑３０００円で売ったりし
ていました︒
残念ながらめじろ作業所の
販売店にはいきませんでし
た︒
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ほっとハート 調布
高橋 光太
今年はレポートの作成とい
う仕事もあり︑いつもより出
店を見て回る機会が多かった
です︒
今までは売店のお手伝いの
方が主だったので︑帰りがけ
にちょっと食べ物の所に行っ
てパクっと食べて終わりだっ
たのですが︑ひとつの市でも
色々な作業所︑支援施設があ
って出し物をしているんだな
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一泊研修旅行の感想
竹下 博幸
私は﹁いつもの時間よりち
ょっと早く出ればいい﹂と思
っていたのですが︑遅れそう
になりました︒間に合って皆
さんに迷惑かけずによかった
です︒
旅行は︑駿河湾クルーズや
土肥金山の砂金採り体験︑
色々な体験を会員・職員の人
たちと楽しくやれることがで
きました︒楽しかったです︒

３市合同販売イベント

ほっとハート 調布
９月１日︵土︶ほっとハー
トが開催されました︒ほっと
ハートとは︑調布市︑府中
市︑多摩市の福祉作業所が一
堂に会して行う販売イベント
です︒今年は三年ぶりに調布
駅前での開催となり︑ステー
ジカーなどが会場を盛り上
げ︑文字同りほっとハートな
空間となりました︒
めじろ作業所では︑今話題
の電球ソーダを販売し︑売れ
行きも順調でした︒天気は雨
予報でしたが︑何とか持ち堪
え無事に終えることができま
した︒気温︑湿度共に高かっ
たのですが︑会員の皆さんは
他事業所の作品のレポートも
含め︑自分の担当をしっかり
こなしていました︒︵白田︶
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ハッピー＆よさこい
池田 邦夫
今年は７月から異常気象が
続き︑当日も 度を超えると
踊りが中止になることもある
と聞かされていました︒
私の担当部署は前年に続き
トイレの案内係を 時から
時の１時間を担当しました︒
当日も朝からよい天気で少
し歩くだけで身体から汗がふ
きだしてきました︒
時からハッピーまつりが
おこなわれてウルトラマンシ
ョーの現場の声がきこえきま
した︒そのころからぼちぼち
とお父さんと一緒にトイレ使
用に見え出しました︒
一時間はあっというまに過
ぎ︑帰りにかき氷を食べまし
た︒常性寺を見ましたが︑た
ぶんメダカすくいをしている
場所だとおもいますが︑長い
列ができていました︒
布田駅につくと︑改札口か
ら︑踊り衣装に着替えた大勢
の人が出てきました︒踊りは
休憩時間を増やして行われる
と聞き良かったです︒
10
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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﹂︒
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
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︶

傑作選

今日の一言

ハッピーまつり感想
竹下 博幸
調布よさこいハッピー祭り
に参加しました︒私の担当し
たのは︑電球ジュースという
新しい商品でした︒入れ物が
光る感じでいい商品だと思い

35

︵Ｍさん︶今年の夏の高校野
球大会は︑第１００回を迎え
る︒ところで﹁甲子園﹂の名
前の由来をご存じだろうか？
﹁甲子園﹂は日本の古い暦
法﹁十干十二支﹂で﹁甲子
︵きのえね︶﹂の年に誕生し
たからだ︒
十干の﹁甲﹂︑十二支の﹁子﹂
ともに﹁十干十二支﹂の始ま
りの年で︑ と の最小公倍
数 …
つまり人間では還暦の
年でひと周りする︒
︵↓ このセリフを何も見な
いで言うのは無理です︒私に
は︒︶
10

12
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ましたが︑売る時間が問題で
私の担当した時間が午前中の
十時〜十一時だったので中々
売れませんでした︒
商品は良い物なので売る為
に精一杯売り子をしました︒
１時間だけですが︑楽しく出
来ました︒

調布よさこい感想文
髙野 英昭
旧甲州街道の調布駅北口か
ら布田駅の間で流し踊りが行
われた︒
毎年めじろ作業所も協力し
ており︑調布市文化コミュニ
ティ振興財団の方々と私︵自
分︶は１時から給水所で踊り
子さんに水を配る係でした
が︑気温が３５度を超える猛
暑となり︑１時からの流し踊
りが３時からとなって︑水を
配る仕事が無くなってしまっ
た︒
職員さんにハッピーまつり
の会場を見て行って良いです
よと言われたので覗いてみた
ら︑舞台ではちょうど国領は
やし連の昔ながらのひょっと
こ︑おかめ︑獅子舞の踊りや
ウルトラマンティンガショー
が見られ楽しかった︒
あっという間１時間が過ぎ
てしまい︑最後に作業所でか
き氷を食べた︒暑かったので
とても美味しかった︒

︵Ｍさん︶虹はフランス語で
﹁ラルク・アン・シエル﹂︑
﹁大空にかかるアーチ﹂とい
います︒漢字では虫へんに工
ですが︑なぜ虫なのか？
虫とは蛇を指します︒つま
り︑大空を駆ける蛇のことで
す︒虹ひとつをみても︑世界
ではいろいろな感じ方がある
なあ︑と思います︒
︵↓ それは無視できないで
すね・・・︶

︵Ｍさん︶ビー玉の語源は︑
諸説ありますが︑ガラスのポ
ルトガル語である﹁びーど
ろ﹂がなまって﹁びーだま﹂
になったという説が有力です︒
私は分からないことがある
と︑すぐネットで調べます︒
ネットにはウィキペディアの
ような百科事典があり︑スマ
ホがネットに繋がっていさえ
すれば︑何でもすぐに調べら
れます︒
︵↓ そして︑すぐに忘れて
しまいます︒笑︶

︵Ｍさん︶私は長い間︑﹁シ
ラスはシラスという種類の魚
だ﹂とばかり思っていたが︑
先日﹁シラスはイワシの稚魚﹂
ということを初めて知った︒
この歳になっても︑まだ知ら
ないことは多い︒
︵↓ 知らないことを知る楽

ハッピーまつりの感想
鈴木 圭
めじろに入って初めてハッ
ピーまつりの仕事に参加しま
した︒かき氷の呼び込みの仕
事やりました︒
最初は緊張で何をしたらい
いか分からなかったけど︑職
員のアドバイスで緊張が少し
ずつほぐれてきました︒
１時間しかやらなかったけ
どとてもいい勉強になったと
思います︒

調布よさこいハッピーまつり
卯月 小百合
トイレ案内でしたがポツポ
ツとしかお客様が来ませんで
した︒

暑気払い
夏休みの前日︑８月 日
︵金︶に暑気払いを行いまし
た！
今回はゆったりおしゃべり
交流会＆さえずりを楽しんで
頂こうと︑さえずり店内でホ
ットサンドやキンキンに冷え
たラムネが振舞われました︒
希望の方へはかき氷の販売
もあり︑猛暑が続く中︑多く
の会員さんがかき氷も楽しん
でいました︒
みんなでさえずりを貸切利

︵Ｔさん︶ほっとハートは暑
く︑飲み物がけっこう売れて
良かったです︒来年も機会が
あったら参加したいです︒
︵↓ いっぱい売れてホッと
しました︒︶

︵Ｉさん︶昨日は装具を見て
もらった︒ローソンまで歩い
て行ったけど︑熱中症が怖か
った︒熱中症のラインが分か
らない︒
︵↓ ラインが分かった瞬間
が熱中症の始まりですよ！︶

︵Ｔさん︶今日の午前中︑役
所に行ってきた︒梨畑はセミ
の鳴き声がすごかった︒もう
少しで収穫の時期かな︒
︵↓ 勝手に収穫しないで下
さいね！爆︶

︵Ｎさん︶今日は新聞やネッ
トで火星にも大量の水がある
という事が分かった︒宇宙人
がいるかもしれない︒もしか
したら自分も宇宙人かも︒午
前だけお願いします︒
︵↓ もし本当に宇宙人だと
したら︑受給者証に記載して
頂かないと︒汗︶

しさは︑いくつになっても変
わらないということですね︶
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用するのは初めてのため︑い
つもの作業時間の雰囲気と違
い︑和やかにお喋りして楽し
そうな笑顔が多く見られてい
ました︒
職員との交流もあり︑会話
に花が咲き︑夏休み前の楽し
いひと時を過ごしました︒
︵猪飼︶

かき氷
食べたい頃には
無くて泣く
高橋 光太
今年の暑気払いは︑交流会
でした︒サンドイッチとラム
ネが一回分頂けまして︑食事
をしながら談笑という形式で
した︒
かき氷は準備などの事情で
前日までの注文のみ受け付け
でした︒
暑気払いの通知が来た頃に
は台風接近の影響でやや涼し
い時期に突入していました︒
﹁当日ももしかしたらかき
氷を食べるには寒いかも﹂と
思い注文しなかったのです︒
が︑しかしそういう時に限
って当日は晴れ︑気温は高め
という絶好のかき氷日和にな
るのでした︒
ちゃんちゃん︒

︵Ｔさん︶北海道の地震︑災
害が起きてから︑必要だった
ものを買いに行く︒コンビニ
とかがパンク状態︒日頃買っ
ておく必要がある︒
︵↓ 備えあれば憂い無し︶

︵Ａさん︶この前帝釈天に行
った︒男はつらいよの新シリ
ーズを来年やるらしい︒今ま
でのものを組み合わせて合成
でやるようです︒
︵↓ それは豪勢ですね汗︶

︵Ｔさん︶タバコが値上がり
した︒今日上がった︒昨日ま
では安かったので 箱買いま
した︒
︵↓ いつも税金を納めてく
れて︑ありがとうございます︶

︵Ｈさん︶夜中怖くて寝れな
かった︒シャッターも揺れて
て怖かった︒ネコもビクビク
していた︒つつじヶ丘の駅も
混んでた︒
︵↓ それはきっと︑妖怪の
仕業ですよ〜︶

︵Ａさん︶府中の伊勢丹が閉
店する︒開店時に行ったので
残念です︒
︵↓ 新しいお店がはじまる
ということですね︒︶

4
5

54

10

30

た︒今回は見本の数が増え︑見応えある

また年賀状のお知らせの時期となりまし

﹁離れる﹂といった意味がよくないので︑

え ば 去 年 の ﹁ 去 ﹂ が あ り ま す ︒﹁ 去 る ﹂

不吉な出来事を連想させる言葉で︑例

知って得する︑年賀状の書き方

ものと自負しておりますので︑好みのも

年賀状では﹁昨年﹂や﹁旧年﹂を使いま

﹁忌み言葉﹂

の︑イメージに近いものがございました

す︒他にも﹁切れる﹂
﹁落ちる﹂
﹁終わる﹂

月日が流れるのは早いもので︑今年も

ら幸いです︒

しょう︒

﹁離れる﹂なども避けるようにしま

第七回三市合同オリジナル製品販売会の

第十号では︑年賀状の様々なルールや

︵一般的に一月七日まで︶に届くようにし︑

チラシ︑ポスターの作成をしました︒デザ

こんなご注文がありました

それ以降は寒中見舞いを出します︒十二

インはご好評をいただけましたが︑課題点

書き方についてお知らせします︒

月二十五日までに投函すると︑元日に届

もあり︑今後はより一層のサービス向上に

年賀状は元日︵一月一日︶から松の内

きます︒なお︑一般はがきや私製はがき

お客様からのメッセージ

努めてまいります︒

ドリンクおかわり 2 杯目 ￥150

を使う場合は﹁年賀﹂の朱書きを入れな

セットメニュー +￥50

その他に毎年恒例の︑夏祭りのチラシや

ホットココア ￥350

ぜひご賞味下さいませ♪

ポスター・会報作成・一筆箋作成・イベン

今年は
さえずりの鳥さんマシュマロ
に新しくリニューアル！

トチラシのご注文がありました︒

あった
か～い

お客様それぞれのイメージやご要望に

季節メニューのお知らせ♪
１０月１日より、ホットココアが今年もスタート致しました。

合ったデザインを心がけ作成しました︒

常に満席状態でしたが、店内に手話が行きかい楽しそうにお話されている姿が多く見られました。
職員とも気さくにお話して下さる皆様のお陰で、楽しいイベントとなりました。
初めての試みでしたが、「また開催して欲しい」とのお声を多く頂いたので、
次回に繋げていきたいと思います♪ご来店ありがとうございました！

いと年内に届いてしまうので注意が必要

普段お休みの土曜営業の為、お客様が来ていただけるのか直前まで少し不安はありましたが、
オープンと同時に多くの方々が来店してくださいました！普段さえずりで働いているろう者の
スタッフもこの日はお客様として、友人や家族と一緒にご来店♪さえずりを紹介して下さいました！

です︒

９月２２日 ( 土 ) にさえずりにて「手話ＤＥさえずり」イベントを開催しました！
今回はろう者の方々に周りを気にせず、店内で気兼ねなくお喋りを楽しんで頂く為、
ろう者のみの貸切り営業とさせて頂きました。

それ以外に手書きでメッセージを書く

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

場合に︑使わない方がよい言葉や表現が

編集担当：猪飼ともみ

あります︒

vol.16

第十号
編
坪井

集
唯

☆リピーターです
他市に住んでいますがリピーターです♪今回は久しぶりでしたが、こちらのお店に来るとほっとします。きっとお仕事
されているスタッフの皆さんが優しいからだと思います。壁の装飾もいつも素敵です！私は手話ができないですが、
手話でお話されているのを見ると、羨ましいなと思います。今すぐは難しいですが、私も手話で会話ができるように
なりたいです。ごちそう様でした。
（女性）
いつもご来店頂き、またお褒めの言葉も頂きありがとうございます！！お客様の喜ぶお声を聞くと、スタッフも嬉しく笑顔で頑張
ります♪ろう者の方々は手話で挨拶して頂けるととても
喜んでくれます！ぜひ手話にも挑戦してみて下さい♪
☆ドリンクおかわり 100 円も嬉しいです

お食事のご注文頂きありがとうございました！店内は常に
対応できる職員もいますのでお声掛け頂いて大丈夫です。
オーダー表でご注文頂けると、耳が不自由なスタッフも
注文が受けやすく対応することができます。
次回のご来店お待ちしております！

手作り品のご購入も頂きありがとうございます！手作り品
はすべて１点もので、1 つ１つ丁寧に作っています。商品
を気に入って頂けて、製作者もとても喜びます。またお近
くに来た際はぜひ足をお運びくださいませ。

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

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

カラー100 枚
のご注文で

700円

TEL 000-000-000
0

目 白 博 士

病院へ行く前にお茶を飲む場所を探していて見つけま
した。ゆったりとひとときを過ごすことができて、手
作りの素敵なバッグとも出会えました。
ありがとうございました。
（女性）

800円

大 福

ハガキ代 込!

合計

店内がとてもきれいでした。サンドイッチもサラダも
美味しかったです。今回は声をかけて注文してしまい
ましたが、次回からはオーダー表に記入して注文しま
す。
（男性）

25円

︵カラー︶ ︵白黒︶

☆見つけました

35円

版下代

7

☆美味しかったです

目 白

︵カラー︶ ︵白黒︶

ご来店ありがとうございました！
ぜひまたご家族やご友人とお茶を楽しんで下さいませ♪

いつもご来店頂きありがとうございます！ドリンクおかわ
り１００円ご好評頂き嬉しいです。店内でゆっくり過ごし
て頂きたいので、2 杯目からおかわり価格で提供させて頂
いてます。おかわりはドリンクの種類変更も可能です。
次回もご来店お待ちしております！

元旦

〒00 0-0 000 東京
都 000 000 000
-0-0

印刷代

１人で来店しましたが、家族や友人と一緒に来たい
カフェです。ケーキの種類がいろいろあるので迷ってし
まいます。楽しい憩の場をありがとうございます。
（女性）

平成 31 年

東京都○○○○○○
○○ー○ー○
電 話 ○○○ー○○
○ー○○○○

☆家族や友人と一緒に来たいカフェです

病院の帰りに時々寄らせて頂いています。いつもスタッフ
の方々の雰囲気が良く、どのホットサンドも美味しい
です。そしてドリンクおかわり１００円も嬉しいです。
また来ますね。
（女性）

〒000-0000

円

お年玉付き年賀はがき＋版下代＋印刷代

10 枚

20 枚

30 枚

40 枚

50 枚

60 枚

70 枚

80 枚

黒 1,570 円

2,440 円 3,310 円 4,180 円 5,050 円 5,920 円 6,790 円 7,660 円

カラー 1,770 円

2,740 円 3,710 円 4,680 円 5,650 円 6,620 円 7,590 円 8,560 円

白

◆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

21

18
15

ハガキ 封 筒

3

4
7

4

4

2

B5 〜 A3

27

16
20

A2 〜 A0

3

0
1

製 本

1
0
3

総件数

59
42

48

90 枚

亥

100 枚

8,530 円 9,400 円
9,530 円 10,500 円

件
件
件

6

今 期 予 定
◎羽ばたく会 理事会
月 日︵月︶ 時〜
◎インフルエンザ予防接種
月 日︵火︶
◎個別支援面談
月 日︵木︶〜２日︵金︶

◎ 月 日︵火︶
素敵なクリスマス会
◎大掃除
月 日︵水︶
◎餅つき
月 日︵金︶

新規・個人

正会員・賛助会員・ご寄付
賛助会員
賛助会員 継続・個人
折目由紀彦
藤岡 泰明
前田 貞雄
佐藤とも子
今村 欣運
今村 知子
石橋 茜
丸山 紀善
和田 有未
仁田 典子

敬称略

継続・団体

今後共さえずりのご利用︑よ
ろしくお願い申し上げます︒

賛助会員 募集

◎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︶

】

振 込 口 座

施設長のひとりごと

次号

大澤

年ぶ

年

宏章

日頃発行予定

表紙の題字 三浦 洋子
０４２︵４４３︶１６３２

月

行でした。施設長

記憶の不思議を体感した研修旅

と喜んだ自分に恥を覚えつつ、

振りとはいえ、初めてのホテル

うやくわかったほどです。

会の料理、壁や絨毯が同じでよ

当時の写真を見比べたとき、宴

泊時には誰も気付かず、帰所後

ホテルも同様でした。なんと宿

りの訪問となり、当時利用した

なりました。土肥金山は

今回は一泊研修旅行がメインと

【

賛助会員

さえずり会議

◎冬休み
月 日︵月︶〜
１月４日︵金︶

全体会議

℡ ０４２︵４４３︶１６３３ １･６３４

看護師の健康相談
…
医師の健康相談
…

14

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︶

パッチ

ご寄付の御礼

看相談
医相談

看相談
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
…
３
‐

フラ

さえずりをご利用のお客様
より︑匿名ご希望で寄付を頂
きました︒書面ではございま
すが︑厚くお礼申し上げま
す︒

絵手紙
パッチ

東京都調布市国領町１

パッチ
職員会議

◎仕事初め
１月７日︵月︶

フラダンス教室
…
音楽教室
…
００２２
‐

らく

◎新年会
１月 日︵金︶

フラ
音楽

らく

29

◎福祉まつり
・出店︵ ホットサンド・コーヒー︶
・フラダンス手話コーラス
ステージ発表
月２日︵日︶

らくらく体操
…
手話教室
…

フラ

30

◎振替休日
月 日︵月︶

らく
手話

パッチ

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

14

さえずり会議

餅つき
全体会議

26

〒１８２

20

1
み
休
冬

さえずり会議

12
全体会議

◇郵便振替
００１６０-７-３５８９５８
加入者名
トクヒ）羽ばたく会

1

Fax

音楽
成人の日

音楽

らく

新年会

絵手紙

看相談

手話

フラ
手話

看相談
手話

大掃除
ｸﾘｽﾏｽ会

フラ

看相談
絵手紙 職員会議

パッチ

手話

らく
振替休日

福祉
まつり

振替休日
天皇誕生日

28

らく

1

25

31

音楽
手話

パッチ
職員会議

11

勤労感謝の日

10

12

12

看相談

16

11
個別支援 個別支援
面談
面談

12

フラ

10

３

12

絵手紙

らく
音楽

パッチ
フラ

看相談

手話

11

12

12

1
12
11

