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日帰り研修
６月 日︵金︶は日帰り研
修で横浜方面へ行きました︒
総勢 名の参加となり︑バ
スを２台借りましたが︑工程
がコンパクトだった事もあ
り︑楽しく終える事が出来て
いました︒
大森海苔のふるさと館︑横
浜中華街﹁桂宮﹂での食事︑
カップヌードル・ミュージア
ム︑どこが一番お気に入りで
したか？︵森︶

大満足の日帰り研修
木村 泰志
まず︑行ったところは︑の
りの歴史学べるところに行き
ました︒でも︑あまり時間が
なく︑詳しく見ることはでき
ませんでした︒でも︑潮の香
りはしました︒とてもいい香
りでした︒
その後に行った中華街で食
べた中華料理はコースでどん
どんでてきて︑急いで食べま
した︒チャーハンがとても美
味しかったです︒私は︑もう
すこし中華街での時間が欲し
いと思いました︒
その後に行ったカップヌー
ドルミュージアムでは日清の
歴史を見てから︑世界に一個
だけのカップヌードルを作り
ました︒カップヌードルミュ
ージアムは私が行ってみたか

華を食べましたが︑量が多す
ぎて職員さんに食べていただ
きました︒
次は︑楽しみのカップヌー
ドルミュージアムでのカップ
ヌードルのカップ麺作成体験
が出来て楽しかったです︒
お土産に使った金額が︑
６︐０００円以上を使ったの
は︑僕にとって多く使ったと
思う︒
あと︑カップ麺を食べたら
ひと口目は︑美味しく頂けま
したが︑２口目からだんだん
辛さが増してきて涙目になっ
ていた︒後引く美味しさでし
た︒
知り合いにお土産をわたし
たら︑喜んでくれました︒

とても楽しい一日でした
池田 邦夫
朝を起きると︑テレビに京
王線の人身事故のテロップが
流れていて︑電車で来る人は
大丈夫かな？と思いながら私
はタクシー券を利用して来ま
した︒
バスに乗り最初の見学地大
森にある海苔のふるさと館に
行きましたが︑展示してある
汽船を見て後にしました︒
その後に横浜中華街に向か
い︑中華のコース料理を食べ
ました︒部屋はステンドグラ
スでとても綺麗でした︒各テ
ーブルに別れて︑次から次か

った場所なので︑今回行けて
本当に良かったです︒
私にとっては本当に大満足
の日帰り研修になりました︒

日帰り旅行にいって
青木 里衣
海苔ふるさと館では大きな
下駄をはきました︒けっこう
高いところでふんでるんだ
な︑と思いました︒
中華街の食事は︑まだでる
の？ってくらいでて︑お腹が
いっぱいになりました︒どれ
もおいしかったです︒
カップヌードルミュージア
ムは絵はあまりよくかけなか
ったけど︑作るのがおもしろ
かったです︒

横浜中華街とカップヌードル
ミュージアム
高橋 庸介
僕が印象に残っているのは
横浜中華街とカップヌードル
ミュージアムです︒
桂宮という中華料理店でコ
ース料理をみんなで取り皿に
分けながら︑おいしくいただ
きました︒
店内は豪華絢爛な雰囲気で
とても落ち着く雰囲気でし
た︒色鮮やかな料理で︑目で
も楽しめる感じでした︒みん
な思い思いにしゃべりながら︑
楽しい食事のひと時を過ごす
事ができました︒

ら来る焼豚を始め大きめのシ
ュウマイやスープ料理を食べ
ましたが︑やはり最後のほう
は︑少しつまんだだけでした︒
その後はみなとみらいに出
来た日清食品のカップヌード
ルミュージアムを見学しまし
たが︑建物はとても立派なも
のでした︒
展示室に入ると年代ごとに
チキンラーメンを始め懐かし
い製品が一列に山のように並
べていました︒その後作成体
験でカップヌードルのカップ
に自分でデザインしてカップ
の中に好きなトッピングを入
れてもらいお土産として持ち
帰りました︒
店内で感じたことは沢山の
外国人が見学に来たことで
す︒そばに大観覧車見れてと
ても楽しい一日でした︒

大変素晴らしかった日帰り研
修
野口 信一
めじろ作業所のご厚意によ
り︑日帰り研修に参加させて
頂き大変楽しかったです︒一
日中快適に移動できました︒
本当に有難うございました︒
大森の海苔のふるさと館で
は︑海に工場からの排水や家
庭の排水を捨てる事を禁止し
たり︑漁業組合の方々の努力
でかつてはヘドロの代名詞と
言われていた東京湾でも美味
しい立派な海苔がとれるよに

カップヌードルミュージア
ムでは︑最初にカップにマジ
ックで好きな絵を描いて︑オ
リジナルのカップヌードルを
作りました︒具材は五種類選
べて︑他にない自分好みの味
に仕上がったかなと思います︒
中華街とカップヌードルミ
ュージアムでおみやげも多少
買う事ができて︑とても有意
義な日帰り研修になったと思
います︒

有意義な日帰り研修
松岡 邦雄
梅雨の合間︑横浜へ研修旅
行へ行った︒
途中︑大森の﹁海苔のふる
さと館﹂に寄り︑東京湾の海
苔養殖の歴史を学んだ︒
近年︑東京湾の埋め立てと
水質の悪化により養殖が衰退
しているのは寂しい限りだ︒
続いて横浜に向かい︑中華
街で昼食を摂った︒さすが本
物の中華料理で︑とても美味
しく頂いた︒しかし︑あまり
に時間がタイトで︑ゆっくり
買い物をする暇もなかったの
は残念だった︒
最後はメインの﹁カップヌ
ードルミュージアム﹂︒参加
者一人一人が自分のマイカッ
プヌードルを作って持ち帰っ
た︒国内・国外と合わせると
一体何種類のカップヌードル
があるのだろう？もの凄い数

なったそうです︒
そして︑待ちに待った横浜
中華街では︑横浜中華街の広
東料理の銘店桂宮で大変美味
しい天心を頂きました︒
日清食品カップヌードル博
物館では︑安藤百福の絶えま
ない努力とどんな困難にも負
けず皆を幸せにする為︑目標
や夢は実現させるまで諦めな
いという強い信念が︑人間に
は必要だと強く思いました︒
梅雨空の中︑天気にも恵ま
れ︑大変素晴らしい一日を過
ごさせて頂きました︒
本当にありがとうございま
した︒また機会があれば︑是
非参加させて頂きたいです︒

久々の横浜にて
高野 英昭
大森海苔のふるさと館と横
浜中華街ランチとカップヌー
ドルミュージアムを巡る研修
に武州交通のバス２台で出か
けた︒
天気は梅雨の中の曇りがち
ではあったが︑気温も高くな
く出発して︑最初の目的地︑
大森海苔では海苔のふるさと
大森を学べた︒
それから横浜中華街で︑広
東料理の﹁桂宮﹂に案内され
５階の天井がステンドグラス
で照明︑調度品まで本場の雰
囲気にこだわり抜いた大ホー
ルで︑料理もジャスミン茶︑

になると思う︒
ミュージアムでお土産を買
って帰途についた︒なかなか
有意義な１日だった︒見学は
﹁カップヌードルミュージア
ム﹂だけでも良かったのでは
ないかと思う︒

とても楽しかった日帰り研修
旅行
石塚 哲史
日帰り研修旅行に参加して
横浜へ向かいました︒
横浜中華街の﹁桂宮﹂で︑
中華のコース料理を食べまし
た︒どの料理も中華の魅力あ
ふれる美味しさです︒
ビールなしで食事だけで満
足できたのは︑料理が美味し
かったからですね︒
カップヌードルミュージア
ムで見た開発者の安藤百福の
奥さん仁子︵まちこ︶は︑朝
ドラ﹁まんぷく﹂の安藤サク
ラが見せる表情にそっくりだ
と感じました︒
私は今ではときどきカップ
ヌードル食べて︑朝ドラを懐
かしんでいます︒

日帰り研修︵横浜中華街︶
月岡 昭彦
僕が金曜日に出勤するのは
珍しいです︒
海苔のふるさと館に︑行き
ました︒
その後︑横浜中華街行き中

二種前菜盛合せ︑胡麻饅頭︑
スープ︑春巻︑海老シュウマ
イ︑チャーハン︑杏仁豆腐と
豪華な料理で満腹になった︒
それから日清食品のＣＮＭ
に行きラーメンの歴史やカッ
プ麺作成体験をし︑記念の集
合写真を撮った︒
久々の横浜に行けたので大
変良かった︒

カップヌードルの歴史
高橋 光太
カップヌードルミュージア
ムに入ってまず初めに驚いた
のは︑入り口に巨大なカップ
ヌードルがあったことです︒
もちろんオブジェであり︑食
べられる物ではありませんが︑
そのカップヌードルの石像の
スゴイところは︑細部の細か
さです︒本物にもある商品名
ロゴが再現されているだけで
なく﹁プラ﹂のロゴマーク︑
内容量や諸注意書き等まで全
部再現されていて見事な職人
魂を感じました︒
ミュージアムではチキンラ
ーメンの歴代のデザインが並
んでいたり︑こういう発想に
よってどんな物が開発された︑
という展示があったり︑自分
でカップヌードルのカップに
デザインし︑中身も好きな具
材を入れてもらいオリジナル
カップを作るコーナーがあっ
たり︑とても楽しかったです︒
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七夕
７月５日︵金︶はめじろに
て七夕の行事を行いました︒
今年はめじろ作業所が入って
いるマンションの大規模修繕
工事があり︑笹の一部は所内
に飾りました︒
普段とは違い﹁趣﹂ある雰
囲気の中︑お弁当も美味しく
頂きました︒
笹を手に持っての記念撮影
に戸惑いながらも？それぞれ
のお願い事が叶うと良いです
ね︵森︶

七夕
高橋 光太
昼食会のあとに短冊を所内
で飾るために︑各々が願い事
を書く時間があって︑そこで
短冊に願い事を書く時には︑
短冊の色によって願い事が違
うというお話を伺いました︒
私は良縁とまではいかなくて
も︑悪い縁が寄ってこないよ
うにと思い︑出会いや人間関
係の願い事をする黄色い短冊
に願い事を書きました︒

七夕祭り
林 千佳子
いつもより早く通所して︑
皆で昼食を食べ︑笹に自分で
短冊の願い事を書いて天にお

願いするだけなのですが︑私
は怪我をして︑しばらく色々
な事に参加出来なかったこと
もあってウキウキムードで朝
から楽しみでした︒
白身魚のお弁当とキッシュ
と冷茶が用意されました︒
キッシュはとても美味しく
本当にお腹一杯で最後に笹を
持ち︑記念写真を撮った時は
ご満悦で午後の作業が出来る
のか心配でした︒
短冊の願い事の後で思った
反省点は︑天から見る事が出
来るように太いペンで書くべ
きという事です︒
私が仙台に住んでいたころ
は旧暦の七日を中心にした前
後の三日間︑市内中がお祭り
になり暑く賑やかだったこと
を思い出します︒仙台の竹飾
りは︑商店街の賞金の出る競
争なので本当に力を入れて一
年掛けてお店の人たちが作り
ます︒そして竹の飾りにはそ
れぞれに全て意味があります︒

七夕会の感想文
髙野 英昭
お昼からめじろ作業所で七
夕会が開かれ︑弁当にセブン
イレブンのひじき御飯と惣菜
が入った豪華な昼食といつも
差し入れをしてくれる﹁もみ
の樹﹂のキッシュを食べたの
で腹いっぱいになった︒
それから各自に笹の葉が配

られ︑短冊を３枚もらい各短
冊に願い事を書いたが︑﹁ま
ず健康で幸福なやりがいのあ
る日々を大事に過ごしたい﹂
と言うことを書いた︒
おいしい昼食で楽しい七夕
会だった︒

七夕感想
竹下 博幸
七夕に参加しました︒始ま
ったのは︑昼食からで皆さん
と美味しいお弁当を頂きまし
た︒量も手頃な感じで良かっ
たです︒楽しかったです︒

七夕に参加して
高橋 庸介
色鮮やかなお弁当と﹁もみ
の樹﹂のキッシュを食べ︑勘
違いして持って来てしまった
自分のお弁当を皆さんにお裾
分けしました︒
お弁当を食べ終え︑短冊に
お願い事︵自分の心構えな
ど︶を書き︑笹の枝にくくり
付けました︒自分自身が一年
間︑元気にめじろ作業所に通
えるように︑そして︑周りの
仲間を思いやりながら活動し
ていきたいと思います︒
これからも︑季節によって
色とりどりな花と同じで︑め
じろ作業所のイベントを楽し
みにしていますので︑よろし
くお願いします︒
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日本では習慣となっている暑中見舞い

が儀礼とのこと︒年賀状程ではありません

イツでは夏にバカンス先から葉書を送るの

W

海 外 の 暑 中 見 舞 い 事 情

杯やオリパ

が︑日本の暑中見舞いよりは盛んだそうで

と年賀状ですが︑ラグビー

ラを契機に︑海外から来る様々な方との

す︒

これらが日本の暑中見舞いと違うのは︑

交流が予想されます︒そこで今回は海外

の暑中見舞い事情を調べてみました︒

あ く ま で バ カ ン ス に来ているという近況

相手の安否や健康を気遣うものではなく︑

いているようですが︑暑中見舞いの存在

を伝えるものであると言えるでしょう︒

年賀状は中国でも習慣として深く根付

はないそうです︒アメリカ・ヨーロッパ

ません︒海外に住むご家族やご友人に︑日

習慣が無いからといって︑暑中見舞いを

キリスト教圏内では︑クリスマスの時

本の文化である暑中見舞いを送ってみては

にも無く︑日本独自の習慣といっても過

期にクリスマスカードを交換する習慣は

いかがでしょうか︒

海外に送ってはいけないということはあり

あるようですが︑年賀状がない分︑クリ

こんなご注文がありました

言ではないようです︒

スマスカードに HAPPY NEW YEAR
と添えて送ることが一般的とされている

そうです︒ま た ︑ キ リ ス ト 教 で な い

新年度が始まり︑たくさんの名刺や封筒の

ご注文を頂きました︒

他に︑毎年ご注文を頂いている会報誌のデ

人 は ︑ season's greetingsとして送る
そうです︒

アメリカでも同じようにクリスマスと

ザインや音楽会のプログラム︑二つ折りカー

お客様からのメッセージ

ドの作成︑学校のパンフレット作成しました︒

ほうじ茶

７月 1 日〜９月２７日までの販売となります
ぜひ夏限定商品のかき氷をお召し上がり下さいませ。

ご注文ありがとうございます︒

・あずき

かき氷

宇治抹茶

・れん乳

五〇〇 円

マンゴー

・あずき
︵はちみつ入り︶

い ち ご

・れん乳

さえずり担当の会員も大好評でした♪

・あたたかい麦茶
付き

マンゴーはトロっと濃厚なソースで
マンゴーの風味をしっかりと楽しめます。
ほうじ茶は見た目は真っ黒！！
衝撃的な色ですが、
食べるとほうじ茶の風味がふわりと香り、
とっても美味しいです！

・あたたかい麦茶
付き

いちごとマンゴーには
トッピングにマスカルポーネのクリーム、
宇治抹茶とほうじ茶にはあずきが付きます。
練乳と一緒にお好みでかき氷にのせて
お召し上がり下さい。

・マスカルポーネ
クリーム
・れん乳
・あたたかい麦茶
付き

種類は全部で 4 種類。
毎年定番のいちごと宇治抹茶に加え、
今年はマンゴーとほうじ茶も仲間入りです！

・マスカルポーネ
クリーム
・れん乳
・あたたかい麦茶
付き

7 月 1 日より、今年もかき氷の販売がスタート致しました♪

年始を祝うためのグリーティングカード

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

の習慣があるそうです︒

編集担当：猪飼ともみ

また︑暑中見舞いと似ていますが︑ド

vol.19

第１3 号
編
坪井

集
唯

☆笑顔に癒されました
偶然立ち寄ったのですが、サンドイッチとても美味し
かったです。私の友人にも耳が不自由な方がいます。
カフェの雰囲気や皆さんの笑顔に癒されました。
ありがとうございました！
当店はろう者も積極的に接客のお仕事をしております♪
ぜひご友人にもさえずりの事を知って頂きたいです！

☆おしゃれですねぇ〜
初めて来ましたが、良かった！と感じました。きまぐ
れサンドイッチ美味しかったです。おしゃれですねぇ〜
毎日何の具材になるかはショーケースに並ぶまでの
お楽しみなのです♪またのご利用お待ちしております。

☆好きな場所です
母が以前めじろ作業所で印刷をお願いしていたことが
あり、こちらには親しみを感じています。好きな場所
です。
めじろ作業所・さえずりとご利用頂きありがとうござ
います！お客様から好きな場所と言っていただけるこ
と、大変うれしいです！これからも親しみを感じて頂
けるようスタッフ一同頑張っていきますね。
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Tel 042（444）8818 http://cafe-gallery-saezuri.jimdo.com/

☆私も頑張ろうと思います！
去年から今年にかけて体調を崩していたためご無沙汰
していました。少しずつ体調も回復したので、久しぶ
りにこちらへケーキを食べに来ました。食いしん坊な
のでいつもどれにしようか迷ってしまいます。
がんばっている皆さんの事を思って、私も頑張ろうと
思います！ごちそうさまでした！
ケーキは日替わりなので、いろいろ変わります♪
お身体に気を付けて、またお茶をしに来てくださいね。

☆こういう場所は大切ですね
用事を済ませた後、食後のコーヒーを飲みたくて立ち
寄りました。ケーキとコーヒーを美味しく頂き、気分
もやわらいでとても気持ちが落ち着きました。こうい
う場所は大切ですね。皆様ありがとうございます。
落ち着ける場所と言って頂けて嬉しいです。時間帯に
より店内混雑することもありますが、椅子も大きく
ゆったりと座れるよう作られているので広くご利用
頂けます。ぜひまた気分転換にご利用下さいませ♪

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

4月
5月
6月

名 刺

30
23
19

ハガキ
件
件
件

2
3
3

B5 〜 A3
書
類

封 筒
件
件
件

3
2
5

件
件
件

31
37
27

製 本

A2 〜 A0
件
件
件

5
4
4

件
件
件

3
1
2

総件数
件
件
件

74
70
60

件
件
件

6

新会員紹介
初めまして︒
れいか︶

怜佳

︵こむらさき

小紫

理由は︑パソコンのスキルを
上げる事︑そして︑人とコミ
ュニケーションをとるという
目標を持ってめじろに入りま
した︒
まだ色々分からない事ばか
りですが︑よろしくお願いし
ます︒

今 期 予 定
◎暑気払い
８月９日︵金︶

◎振替休日
月 日︵月︶
◎３市合同ほっとハート 府中
出店︵手作り品販売︶
９月７日︵土︶
調布花火のため
さえずり営業
︵ 時〜 時 分︶
雨天中止
※
９月７日︵土︶
○一泊研修
月 日︵木︶〜 日︵金︶

正会員 賛助会員 ご寄付

敬称略

継続・団体

賛助会員 継続・個人
小林 隆
山盛 潤
木村 千津子
小川 勇
平野 典子
浅野 謙治郎・恵子
坪井 誠一
永井 邦子
中嶋 勝夫
賛助会員
ご寄付

賛助会員 募集

さえずり会議

日︵金︶

全体会議

振 込 口 座

︼

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︶

︻

◇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

今号の目玉は日帰り研修です。

関東近県の名所を巡る旅はい

つも新発見の連続です。中華

街の食事がこんなにも美味し

いとは、今さらながら驚きで

した。それは普段作業所内で

しか一緒にいない会員・職員

にも言える事です。お互いの

癖や欠点を日帰り研修でそぎ

日頃発行予定

表紙の題字 三浦 洋子
０４２︵４４３︶１６３２

月

落とします。施設長大澤宏章

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

さえずり会議

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︒

パッチ

in

パッチ
らく
全体会議

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
‐

看相談

12

10

賛助会員 新規・個人
杉本 芳恵
青木 玲子

絵手紙
パッチ

パッチ

◎夏休み
８月 日︵火︶〜

フラダンス教室
…
音楽教室
…

看相談

◎調布よさこい
ハッピーまつり
店頭にて出店・さえずり営業
８月 日︵日︶

フラ
音楽

音楽
東京都調布市国領町１

音楽

30

らく

と申します︒

らくらく体操
…
手話教室
…

００２２
‐

20

職員会議

絵手紙

フラ

手話

らく

即位礼正殿
の儀

フラ
体育の日

一泊研修

26

18

11

フラ

秋分の日

音楽
看相談
手話

８

手話
職員会議
手話

9
手話
らく

11

パッチ

敬老の日

さえずり会議

私は生まれつき脳性麻痺で
坐位又は起立位保持が困難で
す︒めじろ作業所に入所した

らく
手話

夏休み

10

看相談
音楽
絵手紙

16
ほっと
ハート
in 府中
調布花火
さえずり
営業

フラ

全体会議

フラ
〒１８２

10

Fax

8

13

音楽
らく
振替休日

パッチ
らく

25

パッチ
看相談
絵手紙 職員会議

音楽

調布よさこい
ハッピーまつり

振替休日
山の日

看相談 暑気払い
フラ
手話
みどりの日

10
9
8

8

