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福祉まつり

の発表は大成功だったと思い
ます︒
一緒のフラも半年掛けて練
習したものです︒私はいつも
立ち上がって発表出来たらと
思います︒学生時代あんなに
嫌だった踊りも本当は好きら
しい事に自分で驚きます︒出
来なくなって初めて分かるこ
とです︒
そしてまた来年の練習がス
タートします︒

第 回調布福祉祭り
池田 邦夫
私は 時から 時半までの
分の販売担当でした︒今回
も虹の会にて︑手作りの製品
の販売の手伝いをしました︒
会場について驚きましたの
が人の多さです︒会場の入り
口ではミカンや大根の販売な
どしており︑少し違和感があ
りましたが︑虹の会の販売店
にもお客様はよく見に来てい
ましたが︑製品を手にするだ
けで︑なかなか購入までにい
きませんでした︒
前のテントではレコードを
１枚１００円で販売していて
隣では植木鉢の販売もしてい
ました︒土曜日は障害者のお
店も沢山参加していてそちら
の方がいいと思います︒
帰りに調布駅前で︑前にめ
じろ作業所にいた元会員さん
と出会いました︒

福祉まつりに参加して
高橋 庸介
当日は︑以前から音楽教室
で練習していたトゥモロー・
私のお気に入り・エーデルワ
イスの三曲をつなげてミュー
ジカル風に発表しました︒め
じろ作業所の室内で練習して
いる時と違い︑屋外での発表
だったので︑結構緊張感はあ
りました︒
練習していた時の事を思い
出しながら︑その場の雰囲気
に飲まれ過ぎないように︑の
びのびと歌う事を心がけなが
ら歌いました︒
目の前にマイクがあったの
で︑お客さんに心を込めて︑
手話コーラスという事も忘れ

福祉まつり 感想
丸山 さやか
私が行った頃には凄く混ん
でいてにぎやかな印象を受け
ました︒
道に迷ってしまったのです
が︑訪ねたら親切に教えて下
さった方がいて︑とても助か
りました︒
また︑ステージ発表のフラ
ダンスもとても素敵で見られ
て良かったです︒

次からは積極的に音楽教室
に参加して︑歌と手話を一生
懸命覚えたいです︒
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月 日︵日︶に第 回福
祉まつりが開催されました︒
今年は例年に比べ寒く︑模擬
店でさえずりのホットサンド
＆コーヒー︑また手作り品を
販売し︑調布駅前ではフラダ
ンスと手話コーラスの発表を
行いました︒︵森︶

福祉まつりに参加して
林 千佳子
今年の福祉まつりは今まで
参加した中で一番寒さが身に
沁みました︒暖冬という予想
とは裏腹に 月に入った途端
に寒い朝となり参加した日曜
が一番寒かったように感じま
す︒
例年と違い午後からのステ
ージ発表で︑駅前の大きなビ
ルの狭間の日陰という事もあ
り︑太陽に見放され顔を出し
てもらえなかったことは事実
です︒
今回は前回の発表からの音
楽教室で約一年練習したミュ
ージカルナンバー三曲で手話
と共に踊りの振り付けのよう
に表現しました︒
私には異次元の世界で特に
感情込めて一生懸命に表現し
ました︒きっと見て下さった
お客様方にも気持ちは伝わっ
たと自負します︒そして私達

福祉まつり
土岐 朋子
当日は曇りで寒くなりまし
た︒市役所前で暖かい汁を食
べました︒ホットコーヒーは
美味しかった︒
本番前︑寒さで我慢が必要
でした︒舞台は壇がなく︑赤
い色カーペットだけが敷いて
あり︑危険はなかったです︒
お客様の前で私たちは落ち
着いて笑顔でフラダンスと音
楽をやりました︒無事に終わ
りました︒皆さんもご苦労様
でした︒

練習の時のように声を張り上
げる事ができませんでした︒
ところが次の日から嘘のよ
うに晴れ晴れとして暖かくな
ったので︑本当にあと 日だ
け天気がズレていれば …
とい
う思いがどうしても心残りで
した︒でも︑皆さんと一緒に
歌ったので︑最後まで歌いき
ることはできて︑そこはとて
も良かったと思います︒
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福祉まつりの感想
鈴木 圭
今日は初めてビックカメラ
前のステージで歌の発表をや
りました︒私は手話が覚えて
いるか心配でしたけど︑職員
のアドバイスもあり︑うまく
表現ができたと思いました︒
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福祉まつりに参加して
竹下 博幸
担当したのはフラダンス・
歌の発表でした︒フラダンス
の踊りは難しいので︑楽器担
当でした︒皆さん踊りは﹁難
しい﹂と言っていましたが︑
音楽が鳴ったらフラダンスは
しっかりと踊れていました︒
音楽は︑歌は大丈夫だった
けど︑手話を間違えちゃいま
した︒
発表は︑恥ずかしいけど一
つの事を皆さんと一緒になっ
てやる事はステキだなぁ〜と
感じました︒

福祉まつり
月岡 昭彦
約束の時間前に行き︑ステ
ージを見ていたら︑小学生・
中学生が︑ヒップホップダン
スを踊っていたので︑見入っ
てしまいました︒
その後︑集合場所を見つけ
たら︑石塚さんと卯月さんが
一緒にいたのが︑いっけん夫
婦に見えました︒
フラダンスと手話コーラス
の準備がある場所で︑マラカ
スとレイをわたされると緊張
感が生まれた︒親も見に来て
いて︑さらに緊張が生まれて
来て一瞬︑歌詞と手話が頭か
ら消えそうになりました︒
でも︑フラダンスが始まる
と緊張を忘れて一生懸命にな

ず表現も大切に伝えらえまし
た︒歌を歌うと同時に手話表
現をするという今まであまり
経験がないステージでとても
有意義な一日になりました︒
また︑来年も機会があれば
手話をしっかりと練習して︑
色々な音楽が楽しめたらいい
かなと思います︒

平成最後の福祉まつり
荒井 武司
平成最後の福祉まつりを調
布駅前のビックカメラの前で
行いました︒
今年は曇りでとても寒い日
でした︒私はフラダンスと手
話コーラスに出演しました︒
待機している時に長友市長を
見ました︒とても若々しい人
だと思いました︒
かなり経験もあるので︑比
較的観客席を冷静に見る事が
出来ました︒車イスを職員に
押してもらい︑市役所の会場
を見学させてもらい︑そこで
妻を紹介してもらった奥さん
に声をかけてもらいました︒
突然でしたのでビックリしま
したが︑嬉しかったです︒

福祉まつりでミュージカルを
歌う
石塚 哲史
福祉まつりにめじろの合唱
団として参加しました︒

りました︒
その後︑さえずりのある市
役所に両親と行って︑ホット
サンドを注文しようとしたら
完売でした︒残念でした︒

福祉まつり感想文
高野 英昭
曇りで寒い日和でしたが︑
めじろ作業所のステージの出
番は午後からで１時にビック
カメラ前に集合した︒
そこで女性陣は艶やかなフ
ラダンスの衣裳とレイに着替
え︑男性陣はアロハシャツと
レイの姿に着替え︑自分の担
当はマラカスでハワイアンの
音楽に合わせ刻みよいリズム
で出来た︒
次に手話コーラスの題名は
アニーから﹁トゥモロウ﹂サ
ウンド・オブ・ミュージック
より﹁私のお気に入り﹂﹁エ
ーデルワイス﹂を森さんの指
揮のもと練習の特訓を重ねて
来た事もあり︑良く出来た手
話コーラスだった︒
短い時間でしたが︑普段の
成果が出せ︑充実した福祉ま
つりが過ごせた︒

福祉まつり
高橋 光太
今年のコーラスは︑天気も
良くなくてすごく寒かったの
で︑身体が縮こまってしまい

ミュージカル・メドレーと
いう企画で歌う事は︑始めて
の経験でした︒﹁アニー﹂の
〜朝がくればトゥモロー〜を
始めに歌い﹁サウンドオブミ
ュージック﹂の〜マイフェバ
リットシングス〜の次は︑
﹁エーデルワイス﹂を歌いま
した︒そして〜マイフェバリ
ットシングス〜で締めるとい
う︑高度な技を使って歌いま
した︒
私は手話が苦手なので楽譜
を持って歌ったけれど︑始め
ての経験に感動しました︒
﹁マイフェバリットシングス﹂
はプログレッシブロックのＥ
ＬＰ︵エマーソン・レイク・
アンド・パーマー︶の演奏で
知っていたけれど︑これを歌
う事になろうとは思ってもい
なかったです︒また音楽の時
間が楽しみです︒

福祉まつり ２０１８
原嶋 隆成
本番前は緊張しっぱなしで
した︑フラダンスの紹介とい
う大きな仕事も本番の日に頼
まれてさらに緊張は増してい
きました︒実は水曜日に風邪
をひいて休んでしまったんで
す︒結構大きく影響が出るの
かなーという不安がありまし
たが︑紹介はなんとか噛む事
なく出来てホッとしました︒
今年のフラダンスでは初め
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てイプに挑戦！上手くいくか
本当に不安でした︒
音楽を聞き取ることに意識
がいき過ぎて自分のイプの音
がほとんど聞き取れなかった
のですが︑終わった後宮岡先
生から褒めて頂きホッとしま
した︒
手話コーラスではミュージ
カルに挑戦︑練習では上手く
歌えたんですが本番になって
少し不安になりました︒休ん
でいた水曜日も頭痛に耐えな
がら頭の中で練習していまし
た︒そのお陰もあって本番は
上手くいって良かったです︒
今回の福祉まつりで練習
回 回が大事なんだなと感じ
ました︒来年はしっかりコン
ディションを整えて本番を迎
えたいです︒

コーヒーを販売しました
松岡 邦雄
福祉まつりの模擬店を手伝
った︒私は午後１時から︑ホ
ットサンドとコーヒーの売り
場でコーヒーを作って販売し
た︒コーヒーは注文のたび︑
その都度 杯 杯コーヒー豆
を機械が挽き︑ドリップして
提供するもので︑いつでも挽
きたてのコーヒーが飲めて美
味しかった︒
しかし︑当日は曇りで風が
とても寒く︑コーヒーを作る
のに時間がかかって閉口し
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ぶのは︑毎回楽しくもあり︑
ちょっと考えてしまう所もあ
ったりして︑なかなかこれだ
と思う物を選ぶのは︑時間が
かかります︒
自分がもらってうれしいも
のを選ぶと︑自然と喜んでく
れるのかなと思いました︒

まつりは万歳！
垣内 弘
福祉まつりは面白かった︒
フラダンスはマラカスと一緒
で︑音がなる︑又︑メドレー
のリレーは︑森さんが一緒に
歌っていて︑ああ︑コーラス
と︑言うことは︑こういう事
だ︑と︑一緒に歌う事です︒
市長もきています︒まつり
は︑万歳！

た︒新幹線の車内販売のよう
に一度にコーヒーをたくさん
作り︑ポットに入れて︑その
都度提供するというのはどう
だろうか？出来立てではない
ので︑多少まずくはなるかも
しれないが︑大幅にスピード
アップすると思う︒次回はも
う少し工夫が必要だろう︒

た♪どのプレゼントも素敵で
開けるたびに皆の歓声が！欲
しくなるものばかりで皆さん
も興味深々です♪
その後も素敵なクリスマス
ソングを歌い︑福祉まつりの
ステージ上映を行い︑楽しい
ひと時を過ごしました！
猪( 飼 )

クリスマス会の感想
高野 英昭
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︒
時からはプレゼント交換
会をおこない︑お菓子詰め合
わせがあたり︑自分はクリス
マスのプレゼントにクリスマ
スツリーの照明を送ることに
した︒
時からはクリスマスの歌

クリスマス会の感想
竹下 博幸
毎回参加していてプレゼン
トに悩みましたが︑今回は寒
い時期に暖かい物が良いと思
ったのでひざ掛けを用意しま
した︒五年間参加しています
が︑今回はスムーズに考えて
選べました︒人の為に考える
ことは︑いい頭のリハビリに
なると思います︒楽しかった
です︒

クリスマス会
月 日に所内にて﹁素敵な
クリスマス会﹂が開催されま
した！
食事はシーザーサラダ・キ
ッシュ︑デザートは手作りの
カップ入りショートケーキと
フルーツコンポート＆リンゴ
のゼリーでした♪
プレゼント交換会ではくじ
引きで商品が当たり︑包みを
開ける瞬間のドキドキとワク
ワクを皆で一緒に楽しみまし

直にそのまま声に出してしま
います︒
みんな条件が︑一緒なので
すから楽しく過ごしているそ
の場だけでも︑心にしまって
閉会したいものです︒

餅つき

トッピングなどで頂きその他
にもお新香や沢庵などがあり
美味しく頂きました︒
時間ほど店内で職員を交
えて歓談して楽しい時間を過
ごしました︒

お餅つき感想
竹下 博幸
今回はルールが変わって時
間でグループ分けされて参加
する形でした︒毎回参加して
いますが︑勝手が違ってチョ
ット寂しい感じがしました︒
今年最後だから皆さんと会い
たかったです︒

寒かったけどお餅は美味しか
ったです
高橋 光太
今年は喫茶さえずりの方で
みなさんと団らんしながらの
食事になりました︒食べられ
る分量を考えて一人に三つ配
られ︑テーブルに用意された
あずきやきなこなどを自分で
つけて食べる形式でした︒
今回はお餅があまり大きく
なかったので︑冷める前に食
べきれて良かったです︒

餅つきの感想
鈴木 圭
めじろに来て︑初めて餅を
つくことができなくて残念だ

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︒
クリスマス会
高橋 光太
今年はプレゼント選びにか
なり苦心しましたが︑かなり
いいものを選べたと思うので
とても良かったと思います︒
僕もミニポーチをもらいとて
もうれしかったです︒

楽しかったクリスマス会
高橋 庸介
みんなで︑おいしい料理や
手作りケーキを食べた後︑し
ばらくして︑クリスマスの讃
美歌を歌い︑おごそかなムー
ドで︑クリスマス会が進んで
いきました︒
森さんのクリスマスに関す
るお話や︑どうして讃美歌を
歌う様になったかというお話
を聞くことができたのも︑た
いへん参考になりました︒
さて︑みんながお待ちかね
のプレゼント交換が始まりま
した︒どきどきわくわくしな
がら︑くじを引く順番がまわ
ってきました︒マフラー・手
袋・クリスマスのツリーの小
物など︑様々なものが入った
季節にふさわしいプレゼント
をもらえたのでとてもラッキ
ーでした︒みんなに喜んでも
らえるようなプレゼントを選

ったけど︑お餅は美味しかっ
たと思う︒来年は餅をつきた
いと思う︒

お餅つき
林 千佳子
喉に詰まらせない様にゆっ
くり味わい食べる事に集中で
きる有り難い行事です︒
寒風吹く中凍える手で重い
杵を持つ事もなく朝早くから
準備をすることもなく昼にな
って用意が出来たころ来て美
味しいお餅をいっぱい食べる
だけです︒なんて幸せな事で
しょう …
！テーブルに並んだ
御馳走を時間内に食べて帰る
だけですから︒
今回は喫茶スペースのさえ
ずりで行ったのでテーブル同
士が近く︑職員がひとグルー
プごとについて下さり︑届か
ない物を給仕して下さいまし
た︒ 私達の障害も色々なの
でその形をとったと思います
が車いすを使う左半身不随の
私にとってはとてもありがた
い事でした︒
ただ一つ残念なのは︑送迎
の道が年末で混んだ為に︑
分遅れとなり︑食べる時間が
半分位になった事です︒無理
そうなら初めからパスして私
の分を他の人に渡すべきだっ
たと後悔しました︒
へ続く
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月 日︵金︶毎 年 恒 例 の ︑
めじろ作業所餅つきで２０１
８年を締めくくりました︒普
段︑つきたてのお餅を食べる
機会は滅多にないので︑伸び
が良く︑もちもちしていて︑
とても美味しかったです︒お
餅を食べながら︑普段お話が
できない会員さん同士の交流
も行われ︑皆さん楽しい時間
を過ごせたと思います︒
今回は︑職員も一緒になっ
て会員の方達と食事が出来た
のでゆっくりお話ができまし
た︒短い時間でしたが︑有意
義な時間を過ごせて良かった
です︒︵白田︶

餅つき大会の感想
池田 邦夫
私も久しぶりに参加させて
貰いました︒もちつきには参
加しませんが︑喫茶店さえず
りの中で行われた懇親会に出
ました︒
つきたての餅を大根おろし
やきな粉︑餡子︑海苔などの
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クリスマス会に参加して
林 千佳子
私達のクリスマス会は用意
して頂いた食事と特製ケーキ
＆ゼリーを美味しく食べなが
らみんなで持ち寄った千円前
後のラッピングしたプレゼン
トの交換会︑クリスマスソン
グです︒みんなくじ引きの同
じ立場で全員に行き渡る交換
会が終わると悲喜こもごもの
開封ご披露タイム︒今年も皆
さんのプレゼントラッピング
は素晴らしく目を見張るもの
がありました︒
その場ですぐに開いて品物
を見せ合ってその喜びを分か
ち合う楽しさがあります︒そ
のラッピングを壊すのが惜し
い物が︑殆どでした︒
もう 回目にもなると︑皆
選ぶコツを掴み︑私には相手
のことを考えて金額内に苦労
して買ったプレゼントに思え
ました︒
ただ誰に何が渡るかが楽し
いところですが課題もありま
す︒自分の思った気持ちを素
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謙虚に何事にも回りの方々への感謝を忘れずに

林千佳子

生活リズムと謙虚と感謝

転んじゃったやつですね、一歩一歩着実に歩んでいきましょう

佐藤信輔作品集ができるのを待ってます

元気じゃなくても頑張ってください！

ＴＮ

私も先が読めるようになりたいです！

休まず生活のリズムを整える
よめるように！

小林隆

同じけがしないよう注意したい！
元気に頑張ります
佐藤信輔
元気に一日増やしましょう

わかりました、精一杯仕事します！
気をつけます・・・汗

伊地山悠子

前後の文章を想像させる秀逸な表現ですね・・・汗

太田福代

三島由紀夫作品集をやることにきめました

垣内弘

今年も元気にがんばります
げんきで
一人一人精一杯仕事ができますように
平岡達弘

来年もお願いします！

健康の秘訣ですね！
池田邦夫

ありがとうございます！

時には休憩しながら、ゆっくり行きましょう

・・・、心をうばわれました・・・汗

応援したい！

土岐朋子

毎日お待ちしております

そうしましょう！

貫徹することも大切だけど、初志がしっかりしていることが重要ですね

今年の呼び名は﹁チャレンジャー浅野﹂で決まりですね！

あまり月岡さんからはイメージできない表現ですね。今年が楽しみです！

竹下博幸

寺﨑璃珠子

少しずつ体力を付けていきましょう

私のことも大切にしてください笑

青木里衣

ＫＩ

いつもまでも健康でいきましょう！

安日泉

自分のできることは自分ですること
体調管理
今年一年がんばる
体調管理頑張る
仲間を大事にしたい！
体調に気を付けて頑張る

ＹＭ

出来る仕事を何でもやり、精一杯努力して頑張ります
心

高橋光太

浅野弘次郎

月岡昭彦

一歩づつ前に進んでいきたい
猪突猛進
何事も挑戦
初志貫徹

青柳麻理

通う時、病気にならないようがんばりましょう
就職したい
楽しく行きましょう！

こころもげんきで

卯月小百合

よっしゃ！

河西守人

今年も仕事を楽しく

鈴木圭

からだげんきで
努力
ぜひ！

本山明美

健康に気をつけて一年頑張ります
湯舟美帆
楽しみにしています
できれば遅刻もしないでね

松岡邦雄

体調の管理と縫物できるように頑張りたいです
一人一言で楽しいコメントをする
内田久美子
元気に一年間過ごしましょう！
庸介さんらしい表現ですね、焦らずゆっくりと！

丸山さやか
高橋庸介

遅刻してでもめじろに来る
体調に気をつけて頑張る
元気にのんびり頑張る
藤井英人

怪我しないようにソロリの練習しましょう

まずはめじろで一番を目指しましょう

荒井武司

ならなくていいよ！

超スリムになります
ケガに注意する
石塚哲史

ソロリソロリと歩く
高給をとれるようになる

エッセイ集でも出版されるんですか？
猛進してください！
めげたことないくせに！

猪飼ともみ

一日一回では足りませんよ！

新規開拓！

固めちゃってください！

色々と気をつけようね

焦らずにいきましょう

原嶋隆成

野口信一
か・な・ら・ず！

体調管理に気をつける
パソコン上達
加藤精一

丁寧に生きろ！

楽しいですね！

折目照美

橋本佳美

森薫子

必ず就職する
よく遊びよく学び基礎固めの一年とする
仕事と家庭以外に新しいことにチャレンジする

白田かおり

藤岡章子

一日に一回は声を出して笑い、感謝の気持ちを忘れない

丁寧に生きる
坪井唯

みんなに会える楽しみに感謝

笑える一年に
坪井睦子

十分笑えるよ

日日是好日

名前と今年の干支に習い﹁猪突﹂！

桂みゆき

鉄アレイか何かをお持ちしましょうか

なにごとにもめげないで頑張る
齊藤陽子

奥野奈々子

初めてお目にかかる四字熟語でした。勉強になります！

鍛
現状維持

戸村千佳

四字熟語シリーズにしてみました。捨てられないように頑張ります

難なくこなせていると思います

一日一生

大澤宏章

6
7

取捨選択

大澤施設長のコメント付き！
（ピンク字）

写真：スカイツリーからの眺め（2018.6.22 日帰り研修）

餅つきに参加して
高橋 庸介
今回はきなこ・あんこ・大
根おろしの三種類を食べまし
た︒食べ終わってからしばら
くして︑餅をついている人達
の所に行って︑﹁よいしょ︑よ
いしょ！﹂と掛け声をしたり
して︑年末のひとときをゆっ
たりと過ごす事ができまし
た︒今度はまた︑餅をつく事
ができたらいいかなと思って
います︒
一年を振り返り︑元気に過
ごせた事への感謝と︑新たな
年をまたより気持ち良く過ご
せる様に︑日々の健康管理を
大切にして︑気持ち良く２０
１９年も皆さんと共に活動し
ていければいいなと思いまし
た︒
一つ一つ日々のリハビリの
中で︑ちょっとでも︑自分が
進歩しているなと実感できる
年になればいいかなと思いま
す︒職員の皆さん︑２０１９
年も︑よろしくお願い致しま
す︒

新年会

障害があっても社会の中の
ひとりであることを訴えてい
た事が感動的な シーンでし
た︒ 時間ほどではあったが
大変楽しめました︒

☆いいとも絵画展
メンバーさんの筆文字を
﹁福﹂の変形文字で表現した
﹃福・福・福﹄︒約６ の正
方形の中に一人一文字をかい
た 人の合作を草加で開催さ
れた﹁いいとも絵画展﹂に出
品しました︒
ご高覧いただいたお客様か
ら﹁絵手紙教室の皆さんへ﹂
と題した短歌をいただきまし
たので︑ご紹介いたします︒

☆第 回西嶋和紙絵手紙展
青柳麻理さんと小林隆さん
が﹁美漉ちゃん賞﹂を受賞し
ました︒︵講師の私も同賞を
いただきました︶
レプリカの土偶と埴輪をか
いたものですが︑今にも動き
出しそうな楽しい絵手紙です︒
応募したメンバーさん全員
の絵手紙もカラーの作品集に
掲載されました︒

紙が出きあがります︒
今年も笑顔で楽しくが目標です︒

﹁こんな夜更けにバナナかよ﹂
を新年会で観て
高橋 庸介
良く言うと自由奔放︑悪く
言うと︑わがままな筋ジスト
ロフィの主人公と学生ボラン
ティアたちの心温まる物語で
した︒
夜中︑寝ている時に突然︑
﹁バナナが食べたい﹂と言い
出すし︑色々無理難題を押し
つけ周りの人たちを困らせる
主人公に対して︑時には︑け
んかをしながらも︑お互いが
支え合っている姿に感動しま
した︒

映画鑑賞会
高橋 光太
母と一緒に参加して鑑賞し
ました︒内容は筋ジスの人の
ノンフィクションを基にした
話です︒
﹁病人の話だから静々とし
てればいいってもんじゃな
い﹂という意図は伝わりまし
た︒最後まで暗い話はそこそ
こに︑基本はコメディみたい
な明るい話を中心にしたよい
映画だと思いました︒

1

こう

何気なく
さわ

障り被むる
世のここに
福の一字に
友と生きしき
かんぷう

鼾風

相手を心から信用している
から︑そういう事の一つ一つ
を色々と模索しながらも︑乗
り越えていけるんだろうと思
いました︒
こんな信頼し合える仲間に
出会える事って︑人生でそん
なにないだろうなと感じなが
ら︑映画の様々な場面を見て
いました︒
心から楽しめる空間や仲間
に出会う事はとても大切だな
と思わされた貴重な映画にな
りました︒

新年会の感想
鈴木 圭
めじろに入って 回目の映
画観賞会で︑タイトルは﹁こ
んな夜更けにバナナかよ﹂で
した︒実際に筋ジスストロフ
ィーという難病と闘っていた
男性の話で︑暗い感じの映画
だと思ったけど︑明るく元気
な感じで人生を送っていたん
だなと思いました︒また観に
行きたいです︒

良かったです
卯月 小百合
シアタス調布での映画鑑賞
は﹁こんな夜更けにバナナか
よ﹂でした︒良かったです︒

2

﹁こんな夜更けにバナナか
よ﹂を鑑賞しました︒
とても興味深く︑また楽し
い映画鑑賞となりました︒ご
参加くださった方々︑ありが
とうございました︒今年もど
うぞよろしくお願い致します︒
︵橋本︶

新年会の感想
竹下 博幸
幼い時から筋ジストロフィ
ーという病になり介助してく
れているボランティアとの実
話の映画でした︒
私はあそこまで障害は重く
ないですが︑コミュニケーシ
ョンの難しさを考えさせられ
ました︒
でも映画の中で一つ共感で
きたことは︑自分の体のこと
で︑お母さんを困らせている
と感じ自分から自立生活を始
めた所ですね︒とても色々な
事を考えるいい映画でした︒

新年会﹁映画鑑賞﹂の感想文
髙野 英昭
去年の新年会の﹁ 年ごし
の花嫁﹂からの 回目の参加
でした︒
松竹映画で北海道を舞台に
した筋ジストロフィーの主人
公がボランテアの人達との面
白くもあっていろいろと思わ
せる映画です︒

絵手紙教室から
嬉しい報告が
届きました

新年会の映画について
土岐 朋子
映画は本当に素晴らしかっ
たです︒ありがとうございま
した︒

議なくらい愛され好かれて︑
我儘放題とも思える言動なの
に︑誰一人として嫌な顔せず
一日中協力をするボランティ
アの力を得て逞しく生活して
行くストーリーでした︒
その彼の姿は︑私に足りな
いことばかりで︑誰からも好
かれる人になり︑これからで
も人生を謳歌したいと気づか
せてくれました︒そして︑帰
りは仲間とトリエの中を初め
て歩きウィンドウ・ショッピ
ングしつつ︑食事とお茶して
自力で帰りました︒

8

絵手紙教室
講師 平野 典子
絵手紙教室も９年目を迎え
ました︒毎月いろいろなテー
マに取り組んでいます︒
お手本はありません︒本物
をじっくり観て︑視て︑線が
き・彩色そして言葉を添えます︒
メンバーさん︑ひとりひと
りの個性で世界に一枚の絵手

『福・福・福』
小林隆
『よくねた』

よく晴れた 月 日︵金︶
今年もイオンシネマシアタス
調布にてめじろ作業所新年会
を行いました︒今年は作業所
に関わってくださる多くの方
もお招きし︑総勢 名で映画

﹁こんな夜更けにバナナか
よ﹂を鑑賞して
石塚 哲史
大泉洋さんが筋ジストロフ
ィーを患う役で描かれた﹁こ
んな夜更けにバナナかよ﹂を
めじろ作業所のみんなで見ま
した︒
不自由な身体にも拘わらず
大勢のボランティアに囲まれ
て生きる姿は︑少し前の自分
のような親近感を覚えました︒
友人の彼女に惚れて︑指輪
を渡そうとするシーンなど身
障者なりの恋愛をコミカルに
感じさせてくれました︒
身障者だけど王様のように
振る舞う大泉君に大いに笑わ
せてもらい泣けました︒皆さ
んも機会があったら一度ご覧
になることをお薦めします︒

新年会映画﹃こんな夜更けに
バナナかよ﹄の感想
林 千佳子
今年の新年会で見た映画
は︑今話題の実話の映画で︑
難病の主人公が︑世間の荒波
に揉まれながら︑逞しくも自
分の意志を貫きつつ︑周りの
人々を不思議な魅力で惹き込
んでいくという︑私にとって
はとても画期的で羨ましい︑
考えさせられるストーリーで
した︒
その主人公の彼が障害に負
けることなく︑誰からも不思

平野典子
『二重虹』
青柳麻理
『ハートなの』

「いいとも絵画展」
第 11 回西嶋和紙絵手紙展
「美漉ちゃん賞」
2019 年カレンダー制作
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寒中見舞いの書き方は？

寒中見舞いを出しそびれてしまっても︑

となります︒

手を思いやる言葉●締めの挨拶

言葉や時候の挨拶●故人を偲ぶ言葉や相

●お見舞いの言葉●先方の健康を訪ねる

出すと丁寧です︒要素としては︑

新年明けましておめでとうございます︒ にはなりませんが︑年始状か寒中見舞いを
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︒
さて︑今号は寒中見舞いの書き方をお
伝えしたいと思います︒

■年賀状を出しそびれた相手への年賀状

出してみてはいかがでしょうか︒

余寒見舞いとして出す事もできますので︑

なるべく早く年賀状として返すのが理想

こんなご注文がありました

出していない人から年賀状が届いたら︑

ですが︑帰省や旅行などで確認が遅れ︑

れば形式にはそれほどこだわらなくても

見舞いとして出します︒親しい相手であ

塗り絵などのデザインのご注文を今年も頂き

・当日パンフレット・スタンプラリー用紙・

第四十一回調布市福祉まつりの︑ポスター

返礼が松の内を過ぎてしまう場合は寒中

よいですが︑一般的には以下のような要
ました︒第三十八回からご注文を頂き︑今年
で四年目となりましたが︑今までのデザイン

素を入れます︒
●寒中見舞いの言葉●先方の健康を喜

寒中お見舞申
し上げます

‐

早々のお年
賀
状
あ
り
がとうござい
昨年 わたし
ました
どもの○○が
亡
く
な
り
新年のご挨拶
を控え
さ
せ
て
いただきまし
欠礼のお知ら
た
せも申し上げ
ず 大変失礼
本年もどうぞ
いたしました
宜しくお願い
申し上げます
○○年一月

〒

目 白

太 郎

東京都調布市
国領町一ー三
ー一
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寒中お見舞申
し上げます
平成○○年一
月

東京都調布市
国領

寒さ厳しい折
いかがおすご
しでしょうか
本年もよろし
くお願い申し
上げます
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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
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
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寒さ厳しき折柄皆々
様のご健勝をお祈り
申し上げます
平成 年一月

寒中お見舞い申し上
げます

平成 年一月

がとうございました
新年早々年始をいただきあり
は失礼させていただきました
昨年喪中につき新年のご挨拶
勝をお祈り申し上げます
寒さ厳しき折柄皆々様のご健
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書
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ハガキ
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☆さらに美味しく頂きました！

000
0000

ホットサンドを気に入って頂き嬉しいです！
和風ツナは醤油と海苔を合わせて食べやすい味なっ
ています♪
ホットサンドも他にも種類がございますので、ぜひ
またご来店下さいませ！

を踏襲しつつ︑その上で新しい物になるよう

・初めて来ました！
外からは店内の様子が見えませんでしたが、入って
みると明るい店内でホッと一息つくことが出来ました。
美味しかったです！また来ます♪

000
0000

ずっと気になっていました。
小学校４年生の息子が病院帰りに「元気を出すため
にどうしても行きたい！」と初来店しました♪
美味しくて息子も大喜び！！
皆様優しくてお陰で元気になりました♪
また来ます。ありがとうございました！
息子さんと一緒にご来店ありがとうございます♪
以前から気にかけて下さり、喜んで頂けて良かった
です！
スタッフも嬉しいメッセージを頂き、笑顔になりま
す！またのご来店をお待ちしております。

ぶ言葉●年賀状へのお礼とお詫び●簡

☆初めてきました！

000
0000

以前こちらでいただいた和風ツナサンドの味が忘れ
られず、近くに来る用事がありましたので立ち寄り
ました。
和風ツナサンド美味しく頂きました！
その他に初めて注文したハムチーズサンドもさらに
美味しく頂き、また来たいと思いました。

☆見つけました

心がけました︒

ピアノの BGM を聞きながらゆっくりとした気持ちで
食事ができました。
ホットサンドも美味しく頂きました。
ご来店ありがとうございました！
お客様にリラックスして頂けるよう、店内では
クラッシックやゆったりしたメロディーの音楽
を流しています♪
またリラックスしにいらして下さいませ♪

集
唯

編
坪井

単な近況●締めの挨拶

お客様からのメッセージ

めじろ作業所 の 寒 中見舞い
初ご来店頂きありがとうございます！
外からは見えにくい店内ですが、外からの歩行者
から見えにくいので、隠れ家のようで落ち着くと
お客様からよくお声を頂きます♪
またのご来店お待ちしております！

☆雰囲気もよく落ち着きます

第１１号
福祉まつりの楽しい雰囲気を活かすデザイ

冬限定のホットココアも販売しております。
今年は鳥さんのマシュマロにリニューアル♪
ココアにマシュマロを浮かべるととっても可愛いですよ♪

ンが出来たのではないかと思います︒

人気のため時にはお昼前に売切れてしまうこともありますが、ぜひご賞味下さいませ。

■喪中の人への寒中見舞い

中の具材は当日ショーケースに並んでからのお楽しみです。
ボリューム満点で食べ応えがあったり、野菜がたっぷり入っていたり、
時には甘いサンドイッチが出ることも♪

喪中はがきの返事は出さなくても失礼

さえずり人気メニューのご紹介です♪
さえずりの「きまぐれサンドイッチ」は毎日数量限定で販売しています！

10 月
11 月
12 月
11

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
編集担当：猪飼ともみ
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賛助会員 募集

看相談

今 期 予 定

音楽

◎節分
２月１日︵金︶

手話

◎雛祭り
月 日︵金︶

パッチ

振 込 口 座

︼

◎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︶

︻

◇郵便振替
００１６０７-３５
- ８９５８
加入者名
トクヒ︶羽ばたく会

◇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

施設長のひとりごと

新年明けましておめでと

うございます。本年も宜し

今号には年末年始の作業

くお願い申しあげます。

所の行事を掲載しています。

福祉まつりにおいては、

手話コーラス＆フラダンス

のステージ発表に向けて、

実に一年かけて練習をしま

した。

クリスマス会は、受け取

る人に思いを馳せながら会

員・職員全員がプレゼント

を準備し交換しました。

餅つきは一年を締めくく

るイベントで、毎年形態を

少しずつ変えています。今

年は「餅がつけなかった」

という声がありました。で

も、つきたい人は自由につ

けたんですよ 。ただでさ
…
。
えつき手が少ないのに …

次回は気をつけます 。
…し
かしながら、つきたてのお

餅は格別でした。

今年の抱負は、毎年みな

さん素晴らしいことを書い

てますが、私を含め毎年同

じような内容（笑）なんで

すね。今年こそ進化の年に

大澤宏章

していきたいです。進化の

日頃発行予定

12

表紙の題字 三浦 洋子
０４２︵４４３︶１６３２

月

めじろ！施設長

次号

℡ ０４２︵４４３︶１６３３ １･６３４

看相談 …
看護師の健康相談
医相談 医
…師の健康相談
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
…

4

大澤 邦雄
大澤 文子
大澤 有里
伊地山 敏
新田 義彦
前田 直美
樋下田治子
加藤 美津

春分の日

◎お花見
４月１日︵月︶

フラ

絵手紙
パッチ

看相談

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︒

らく

フラダンス教室
…
音楽教室
…

音楽

手話

◎正会員
・入会金
五〇〇〇円︵ 個人・法人︶

職員会議

３
‐

らく

さえずり会議

フラ

全体会議
絵手紙

パッチ
音楽

・年会費
三〇〇〇円︵個人︶
五〇〇〇円︵法人︶

看相談

敬称略

音楽

東京都調布市国領町１

天皇
国民の休日 の即位の日 国民の休日 憲法記念日 みどりの日

昭和の日

パッチ

フラ

看相談 職員会議
フラ

さえずり会議

らく
手話

パッチ
らく
手話
お花見

全体会議
雛祭り

絵手紙

さえずり会議

3

賛助会員 継続・団体
わかばの会

パッチ

正会員
賛助会員
ご寄付

らく

ご寄付
岡野 泰洋
佐藤 雅子
桑原 信子
匿名希望

音楽
手話

新規・個人

フラ

賛助会員

看相談

継続・個人
操

フラ

フラ
音楽

建国記念の日

らくらく体操
…
手話教室
…

パッチ
職員会議

1

賛助会員
川島

らく
手話

らく

絵手紙

全体会議

看相談
００２２
‐

20

音楽

〒１８２

4

Fax

手話

2
節分

3

4
3
2

