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一泊研修
月 ・ 日は毎年恒例の
一泊研修に行ってきました︒
今回は静岡の焼津方面へ︒
１日目はＳＬに乗車し︑お
弁当を食べ︑その後は掛川花
鳥園へ︒
２日目は白糸の滝︑バーム
クーヘン作りをしました︒台
風が近づく中の研修でしたが
皆さん怪我もなく︑楽しんで
２日間を過ごせました︒︵白田︶
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一泊研修
土岐 朋子
晴れた良い天気でした︒Ｓ
Ｌを見ると︑子どもの頃︑冬
の汽車に乗った事を思い出し
ました︒汽車内でお弁当を食
べ︑﹁この香りのよい葉は︑
何の天ぷらだろう？﹂﹁お茶
の葉かな︑珍しい﹂と想像し
ながら食べました︒汽車の窓
からはきれいな景色が見え
て︑とても気持ちが良かっ
た︒掛川花鳥園には色々な小
鳥がいて︑フクロウは大人し
く︑可愛かった︒焼津温泉に
着くと︑部屋からは富士山が
うすく見えて︑まるで水墨画

を間近で見て︑びっくりしま
した︒その他にも︑珍しい花
や鳥を見学することができま
した︒
ホテルに着いて︑海が綺麗
に見える部屋でゆっくりした
り︑温泉に浸かったりして︑
毎年恒例のビンゴ大会をしま
した︒食事もおいしくいただ
けて良かったです︒
二日目は︑白糸の滝を全体
が見渡せる展望台から見まし
た︒なかなか圧巻な感じの滝
だと思いました︒
バームクーヘン作りも初め
てのおもしろい体験でした︒
二日間を通して︑色々と楽し
く皆さんと交流できて有意義
な研修旅行でした︒

一泊研修旅行感想
竹下 博幸
めじろの研修旅行に参加し
ました︒こちらに来て六年目
になりますが︑難しいなぁ〜
と思うことも分かるし皆さん
と交流ができる今回も楽しい
研修旅行になりました︒
一日目は︑ＳＬ︵蒸気機関
車︶の乗車体験をしました︒
車内で昼食いただいたのです
が︑席の間隔が狭く﹁食べず
らいかな〜﹂と思ったのです
が︑毎日の生活で麻痺がある
方で食事をしているので気に
せず食べられました︒ＳＬの
次 に 掛 川 か( け が わ 花) 鳥 園
︵鳥とお花のテーマパーク︶
に行きました︒
二日目は︑白糸の滝を見に
行き︑バームクーヘンを作り
に行きました︒天候が悪く移
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動は大変でしたが気分よく行
動が出来ました︒
研修旅行は︑色々と感じる
事はありますが今回の研修旅
行︑とってもスムーズに事が
進んでいい感じで行程どうり
に行ったと思います︒楽しか
ったです︒

一泊研修
小紫 怜佳
私は初めて一泊研修に行き
ました︒私が一番印象に残っ
たのは︑大井川鉄道ＳＬ乗車
体験と掛川花鳥園です︒ＳＬ
乗車体験では︑外の風景を眺
めながら昼食を食べました︒
とても美味しかったです︒あ
と︑トーマスも見れて良かっ
たです︒
掛川花鳥園ではフクロウ︑
ペンギン︑インコなど︑たく
さんの鳥や花などが見れて楽
しかったです︒

一泊研修の感想文
高野 英昭
めじろ作業所の毎年恒例に
なっている一泊研修に参加を
した︒調布ＩＣから圏央道を
通り足柄ＳＡ︑新金谷駅︒今
回は大井川鉄道のＳＬ乗車が
あり︑話には聞いていたが︑
はじめてでとてもレトロ風の
機関車で︑だいぶ揺れたが車
内で食べたお弁当は大変美味

の様だった︒夜の宴会では︑
様々な海鮮料理が出て︑上品
で美味しかった︒
翌日︑バウムクーヘン作り
は初めての体験で︑材料を入
れる順番を間違えてしまっ
た︒卵とグラニュー糖を合わ
せて︑硬かったが一生懸命に
泡立てた︒焼いた後︑グルー
プのメンバー４人で食べた
ら︑美味しかった︒本当にあ
りがとうございました︒楽し
かったです︒

汽車の旅
林 千佳子
初日は︑眠い目を擦りなが
らの出発でした︒というのも
大井川鉄道のＳＬに乗車する
ためでした︒
私が昔︑上京した時は︑途
中ディーゼルからＳＬに突然
変わりました︒黒い煙が入る
ので焦って窓を閉めたもので
した︒そこは観光目的のＳＬ︒
乗車の初めから木枠の窓も開
いていました︒
心地良い風を感じ︑汽車に
揺られ︑駅弁とお茶を持って
食べる事は︑体の不自由な私
たちにとって容易なことでは
ありません︒
静岡名物のおかずと三種の
ご飯に舌鼓を打ち食べ終えて
お腹も一杯になると︑後は車
窓の風景が御馳走でした︒
途中︑露天風呂の温泉に入

しかった︒
それから掛川花鳥園に行
き︑そこに居た野鳥は大変お
となしく感じ︑園内を鳥たち
が自由に飛び交い︑花との調
和が素晴らしかった︒
それから焼津グランドホテ
ルに着き︑露天風呂に入り︑
夕食の刺身盛り合わせも豪華
で食べ切れない程で︑ビンゴ
ゲームでは４等賞が当たった︒
明朝もバイキング料理で好
きな物をいろいろと取れ︑朝
から腹いっぱいになった︒
９時 分にホテルを出て︑
焼津ＩＣを通り富士ＩＣ︑白
糸の滝の絶景を見て︑バーム
クーヘン作り体験︑河口湖Ｉ
Ｃから談合坂ＳＡと台風の影
響も余り受けず︑よく食べた
満腹の楽しい旅行でした︒

っていた人たちが汽車の汽笛
に気付き︑手を振る一幕もあ
り︑汽車はいつも以上に汽笛
を聞かせてくれました︒
里山の昔懐かしい日本の良
い田園風景を感じながらの約
二時間の楽しい汽車の旅でし
た︒途中売り子のお姉さんも
現われ買い物も出来︑鉄道会
社の方のハモニカで鉄道唱歌
を聞きながらの出発︒本当に
楽しいひとときでした︒

一泊研修旅行に参加して
高橋 庸介
黒潮・焼津温泉の一泊研修
に参加しました︒当日は︑お
天気も良く︑まず大井川鉄道
のＳＬに乗車しながら︑汽車
の中で︑お弁当を食べました︒
景色を見たり︑皆さんと交流
をしたり楽しくここでしか味
わえない雰囲気を思う存分体
験することができました︒
その後︑掛川花鳥園に行き
ました︒ステージに呼ばれ︑
フラフープを構えて︑野鳥が
あっという間に飛んでくる姿
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﹁音止の滝﹂の不思議な石
石塚 哲史
焼津温泉の一泊研修旅行に
行ってきました︒ＳＬ乗車体
験で︑車中で食事をしたりし
て︑田舎で子供時代や︑五泉
から新潟まで高校に通学した
磐越西線を思い出しました︒
二日目に行った﹁白糸の
滝﹂とあまり人のいない﹁音
止の滝﹂は絶景でした︒
近くのスピリチュアルグッ
ズ売り場で﹁テラヘルツ﹂と
﹁マラカイト﹂を入手しまし
た︒二つとも不思議な色合い
の石で︑毎日眺めています︒
良い体験が出来た有意義な
旅行でした︒

2
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調布よさこい
ハッピーまつり
調布よさこいハッピーまつり
に参加して
木村 泰志
私が任された持ち場はトイ
レ案内でした︒でも︑私の担
当時間以内には︑一人ぐらい
しか来ませんでした︒
誰も来ないので︑職員さん
たちとお話をしていました︒
職員さんのご厚意で食べたマ
ンゴーかき氷が美味しかった
です︒
私の調布よさこいハッピー
まつりは︑早くひとが来てほ
しいそんなまつりでした︒

ハッピー・よさこいに参加して
松岡 邦雄
おまつりの出店でかき氷の
お店のお手伝いをした︒当日
は暑く︑格好のかき氷日和と
なった︒ただ椅子に座って︑
注文を受けただけだったが︑
担当の１時間はアッという間
に過ぎた︒隣はジュース売り
場だったが︑ディスプレイが
地味で︑かき氷に比べると売
り上げもイマイチだった︒

よさこいハッピーまつり
池田 邦夫
この日も天気もよく暑い一
日でした︒私の仕事はめじろ
作業所のトイレの案内係をし
ました︒ 時〜 時までの１
時間でしたが使用しにきたの
は５人ぐらいでした︒
前のお寺の常性寺で︑メダ
カまつりののぼりがあがり︑
来た人にメダカを数匹とプラ
スティックの入れ物をあげて
いました︒

外出訓練
調布市福祉大会
見学

よさこいまつりに参加して
林 千佳子
今年は久々に外の担当にな
りました︒少しでも多く担当
の飲み物が売れたらと思いお
客さんの呼び込みをはにかみ
ながら同じ担当の人と﹁いら
っしゃいませ！﹂と叫びまし
た︒
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今年も暑いなか︑８月 日
︵日︶に調布よさこいとハッ
ピーまつりが開催されました︒
めじろ作業所でも踊り子さん
への給水やトイレの貸出︑か
き氷やジュースを販売しまし
た︒さえずりにも沢山のお客
様に来店して頂き︑ありがと
うございました︒︵橋本︶

よさこい祭り感想
竹下 博幸
よさこい祭りに参加しまし
た︒よさこいに来た会員は︑
担当の場所でお仕事をしまし
た︒私の担当は︑さえずりの
トイレ清掃とエプロン干しで
時間も早くお祭りを感じる事
は難しかったです︒
仕事が終わって帰りにめじ
ろでかき氷をごちそうになり
ました︒かき氷を食べて一息
つけました︒美味しかったです︒
よさこいハッピーまつり
高橋 光太
今年は台風の影響で︑雨季
が再開したのかというぐらい
連日雨が降り続けたかと思え
ば︑夏休み中盤に差し掛かっ
た頃に思い出したようにカン
カン照りで暑くなったりと︑
天気と気温に振り回される夏
となりました︒
ハッピーまつり当日はと言
えば︑暑いといえば暑いが︑
我慢できないほどでもない︑
そんな気温でした︒トイレの
お客様案内としては︑とても
とても暇を持て余す時間でし
た︒お客様が殺到して大変な
思いをするよりはいいのです
が︑やっぱり暇を持て余して
もどうかと思う︑そんな一日
なのでした︒

商工まつり
第 回調布市商工まつりが
調布駅前広場で９月 日・
日にあり︑調布市商工会様の
ご厚意で調布市福祉作業所等
連絡会として出店しました︒
めじろ作業所は 日の午前
担当で︑両日あわせて７名で
販売を盛り上げました︵
︒大澤︶
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パラスポーツを知ろう
月岡 昭彦
外出訓練だと聞いていたら
単独行動だと思っていなかっ
た︒少しラッキー︒
トリエの５階で︑タバコを
吸ってリラックスしてから︑
たづくりに行ったら間違えて
階に行ってしまいました︒
本題に入るとしますか？
高校生の時にバイク事故が
あったと言っていましたが︑
僕も同じ頃に事故がありまし
た︒僕は頭を怪我したけど︑
篠田匡世さんは両足を無くし
ても頑張っている姿が︑強く
思えた︒
バスケットゴールがなにげ
なく置いてあり︑軽がるとゴ
ールを決めていますが︑健常
者が車椅子に乗りボールを持
ってシュートを打っても︑届
かず失敗していた︒彼は凄
い︒車椅子で斜めに止まって
いることが︑凄すぎた︒あっ
ぱれ︒

しかし︑私達の作業所の前
は人通りが少なく向かいのお
寺の前の歩道を人々は歩いて
いてこちらに気づく人はあま
りいません︒向かいのハッピ
ーまつりの会場の賑やかさを
眺めつつ︑たまに通る親子連
れに直接声をかけると物欲し
そうな子ども達は覗いてきま
す が﹁ 欲 し い 物 な い な ら 行 こ
う﹂と手を引っ張るお母さん
の姿︒同じ位の幼い頃何でも
欲しがり親にねだった自分の
姿を思い出しました︒
流しおどりを観ずに送迎で
帰ってきた私は家でテレビを
つけ︑同時開催の府中の欅並
木で踊っている府中のよさこ
い祭りを見ました︒そしてあ
の暑い中一生懸命楽しそうに
踊る踊り子さんに元気をもら
いました︒来年も私は楽しく
参加したいものです︒

３市合同
ほっとハート
９月７日︵土︶に府中市の
大國魂神社で︑多摩市・府中
市・調布市の３市の事業所で
開催する三市合同販売会﹁ほ
っとハート﹂に参加しました︒
蒸し暑い一日でしたが︑由
緒ある神社での販売は大変趣
があり︑素敵だと思いました︒
参加された皆さん︑お疲れ様
でした︒ 森( )

調布市福祉大会の感想
竹下 博幸
月２日︵水︶に調布市文
化会館たづくり くすのきホ
ールでアトラクションの篠田
匡世︵しのだ まさつぐ︶さ
んの講演を聞きました︒
彼は若くして事故で両足を
無くし色々と大変だったと聞
きました︒話を聞いて私の思
っていることと同じ所がいく
つもあり話に聞き入ってしま
いました︒
私の場合は︑彼みたいに若
くして障害者になったのでは
なく二十九才で高次機能障害
になり︑今の現状もすぐには
理解できませんでした︒三︑
四年位時間はかかりました
が︑篠田さんのような考えが
できるようになりました︒
彼は明確な夢がありました
が︑私は何も考えられない状
況でした︒﹁これからどうす
ればいいんだ﹂﹁仕事はどう
なるんだ﹂と不安ばかり考え
ていました︒でも︑色々な人
と会って多少でも言葉をかわ
すだけでいろいろなことも考
えられて︑今の現状も理解で
きるようになりました︒
篠田さんも﹁素直な気持ち
で何事にもトライしていけば
良くても悪くても自分が分か
る次につながる﹂と私は解釈
しました︒とってもいいお話
が聞けて良かったと思います︒
10

かき氷おいしい！
卯月 小百合
調布よさこい・ハッピーま
つり︑調布よさこいダンスで
すばらしいです︒
トイレ担当をやりました︒
かき氷・いちご・おいしい︒

三市合同ほっとハートに参加
して
高橋 庸介
当日は天気も良くそれぞれ
の作業所が食べ物や飲み物・
手作り品などの店を出してい
て︑とても賑やかなお祭りで
した︒
特設のステージもあって︑
学生の有志がダンスを踊った
り︑お祭りを盛り上げていま
した︒
めじろ作業所のブースは︑
日中の時間にみんなが心を込
めて作った手作り品の数々を
販売しました︒１時間の販売
の当番だったので︑元気良く
めじろ作業所の製品をお客さ
んに紹介して︑買ってもらえ
たので嬉しかったです︒
当番の時間が終わり︑少し
だけ他の作業所のブースを見
て買い物をして帰りました︒
めじろ作業所のペットボトル
キャップ開けがとても使いや
すいと言っていたので︑よか
ったなと思いました︒
15

篠田匡世氏の講演を聞いて
野口 信一
車イスバスケットの埼玉ラ
イオンズの篠田匡世︵しのだ
まさつぐ︶氏の講演を聞くと
いう貴重なお時間を頂いた︒
篠田さんは大学進学が決ま
った卒業時期に︑事故で両足
切断され︑御自分の将来の夢
や希望もなくされ︑ずっと呆
然自失の状態でいらしたそう
です︒
それが︑車イスバスケット
を通じて︑会場にいる観客や
周囲の人に︑勇気や工夫を与
えたいと言う気持ちに変わ
り︑大変強く感動しました︒
感謝と何より勇気を頂きまし
た︒
何事にも諦めずトライしな
さい︒
他人に相談する前にまず工
夫しなさい︒
周りの人のアドバイスはで
きるだけききなさい︒
考える前に実行しましょう︒
このところ毎日マイナス思
考つづきだった私には︑勇気
千倍の篠田さんのお言葉だっ
た︒今後︑肝に銘じて積極的
に作業所の仕事をこなすとと
もに︑出来る範囲で周囲の人
助けをしていきたいと強く思
いました︒

4
5
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調布市商工会祭りに参加して
林 千佳子
土曜日に作業所等連絡会の
お店を少しだけ手伝いまし
た︒そして私が参加する福祉
まつりとは様子が違う事に驚
かされました︒
中央に大きなステージもあ
り到着したのは普段見ている
ジェーコムの公開収録がまさ
に始まろうとした時でした︒
大音響の中︑場所も聞かず
に出て来て失敗したと思いま
した︒そのままだと埒が明か
ないので電話で確認し︑声を
掛けてもらい︑定位置に着き
ました︒
商品説明したり︑呼び込み
をしたりしました︒バスから
降りた方が珍しそうに寄って
くれました︒自分達が心を込
めて作った物を手に取って下
さる事はとても嬉しい事で
す︒手伝ったその後︑お客さ
んになり色々な店を巡り︑帰
路に着きました︒
11

64

25

した︒毎年この時期には年賀状について

今年も年賀状の季節がやってまいりま

を持ってくることが望ましいとされていま

冒頭にはしきたりを重んじたお祝いの言葉

一つ目は﹁記載場所﹂であり︑年賀状の

年賀状の伝統的なマナー

豆知識をお伝えしております︒
す︒そのため︑賀詞は年賀状の右上︑もし

今回のテーマは﹁賀詞のマナー﹂です︒ く は 一 番 上 に 大 き く 記 載 す る よ う に し ま

しょう︒

合計

10 枚

75

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

30 枚

40 枚

集
唯

2020 年

円
50 枚

60 枚

70 枚

80 枚

黒 1,580 円

2,460 円 3,340 円 4,220 円 5,100 円 5,980 円 6,860 円 7,740 円

カラー 1,780 円

2,760 円 3,740 円 4,720 円 5,700 円 6,680 円 7,660 円 8,640 円

白

地元商店会との交流イベントとして
FC 東京から DF の丹羽大輝選手と MF
の内田宅哉選手が来店しました。
約 50 名のサポーターが来場し、サイ
ンと記念撮影を行いました。
めじろの会員で熱狂的なサポーター
も大興奮の時間を過ごしました。

20 枚

編
坪井

ハガキ代 込!

お年玉付き年賀はがき＋版下代＋印刷代

サイン会を開催しました
（10/2）

第１4 号

めじろ作業所では︑今年

もたくさんの見本をご用意

しています︒利用者が絵手

紙教室で描いた味わいのあ

る見本など︑眺めるだけで

も楽しいものになっていま

すので︑ぜひご来店して手

にとって︑お気軽にご相談

下さい︒

こんな
が

ありました

毎年恒例の夏祭りのご注

文が今年もありました︒チ

ラシやポスターを見ただけ

︵カラー︶ ︵白黒︶

カラー100 枚
のご注文で

700円

年賀状は新年の挨拶だけでなく︑日頃

二つ目の注意点は﹁賀詞の選び方﹂です︒

賀詞にはさまざまな種類があり︑適した賀

の感謝も伝えられるものですが︑﹁伝統的

なマナー﹂がある点には注意をしなけれ

詞は送る相手によって異なります︒

部下や同僚︑目下の方や友

寿・賀・和等︶

でウキウキしてくるような︑

楽しいデザインになるよう

心掛けて作成しました︒

版下代

800円

ばなりません︒社会人の方が特に注意す

るべきマナーとしては︑上司や目上の方

人に適した言葉

一文字の賀詞

を守っているかどうかで年賀状の印象は

︵例

に対するマナーが挙げられます︒マナー

大きく異なるので︑今回ご紹介するマナ

部下や同僚︑目下の方や友

賀正・迎春・新春等︶

人に適した言葉

︵例

年内の印刷タイムスは今

25円

上司や恩師︑取引先など目

35円

ーを身につけておくと良いかと思います︒ 二文字の賀詞

賀詞︵がし︶とは︑主に年賀状の文頭

に記載されている︑新年を祝う言葉のこ

四文字の賀詞

︵カラー︶ ︵白黒︶

いつもごちそう様です。今日も美味しかったです！
前回、ゆび文字メモ帳を買って帰りました♪
『ごちそうさまでした』
『美味しかったです』
『また来
ます』を手話で話せるようになりたいと思っていま
す！また来ます！
いつもご来店ありがとうございます！手話に興味を
持って頂いて嬉しいです。ぜひ次回は気軽に手話で
お声掛け下さいませ♪スタッフみんな大喜びします！！

とを指します︒この賀詞を年賀状に記載

☆手話で話せるようになりたい

印刷代

初めて来店しました。落ち着いた雰囲気で１人でも
入りやすくて気に入りました。コーヒーカップがか
わいいです！手話が飛び交う店内もとても良いです♪
ホットサンド美味しく頂きました。サラダのにんじ
んの酢漬け食べやすいです！
お一人でご来店のお客様も多くいらしゃいます♪
スタッフとお話される方や、本を読まれていたり、
書き物をされていたり、思い思いにゆっくりと過ご
されています。ぜひまたご来店下さいませ！

お店の雰囲気がとても心地よく、スタッフの皆様も
明るく優しい対応で良かったです。和風ツナサンド
も美味しかったのでまた来たいです。
ありがとうございます♪ぜひ他のサンドやケーキも
食べにいらして下さいね！

号が最終となります︒年末年

☆手話が飛び交う店内

☆明るく優しい対応

ございました︒

お店もとてもきれいで、店員の皆さんもフレンドリ
ーで心地よかったです。価格もお手頃で、子どもか
ら大人まで利用しやすいお店だと思います。このよ
うなお店が都内にも増えていくといいなと思います。
お客様といろいろなお話が出来て、スタッフも楽し
くお仕事しています。障がいがあっても、お仕事が
できる場所がより増えればと願っています♪

上の方に適した言葉

☆フレンドリーで心地よかった

しておくと相手に丁寧な印象を与えられ

お客様からのメッセージ

賀詞によって具体的な意味も異なるので︑ くさんのご注文ありがとう

※一部商品の値上げについて
10 月の消費税増税に伴い、ホットサンドのパンをリニューアルし、商品の一部を値上げ
致しました。当店のメニューは全て内税とさせて頂きます。また、店内でのご注文とテ
イクアウトは同じ金額となりますことをご了承下さい。

主な賀詞の意味はご相談下さい︒

10 月 5 日（土）付朝日新聞の「マダニャイとことこ散歩旅」
にてさえずりを取材して頂きました。
さえずり担当の会員を代表して竹下さんがコメントしました♪
取材ではさえずりの事、めじろ作業所の事、
手作り品や店内の展示品についてなどいろいろと説明しました。
さえずりのお客様からも「新聞見たよ !」のお声を頂き、嬉しかったです。
さえずりがたくさんの方に知って頂けて、ありがとうございました♪

︵例 謹賀新年・恭賀新年等︶ 始のご注文︑ご相談をお待

朝日新聞の夕刊に掲載されました !

るので︑上司や目上の方への年賀状には

甘くて温かい飲み物でほっとしたくなる季節になりましたね♪
季節限定商品のホットココアの販売がスタートしております。
今回も小鳥のマシュマロが 2 個付きます。
ゆっくり溶かしながらお召し上がりください♪

ちしております︒今年もた

季節メニューのお知らせ

基本的に記載することが望ましいでしょ

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

う︒ただし︑賀詞を使用する際には︑注

編集担当：猪飼ともみ

意するべきポイントが２つあります︒

さえずり通信

vol.19

◆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

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

9月

名 刺

25

9
4

ハガキ 封 筒

4

4
4

0

3

4

B5 〜 A3

23

16
27

A2 〜 A0

7

1
1

製 本

2
1
2

総件数

61

34

42

90 枚

子

100 枚

8,620 円 9,500 円
9,620 円 10,600 円
6

啓治

新会員紹介
初めまして

西田

定年退職をして︑家に引き
こもりは︑御免！少しでも︑
社会とのつながりをと思い︑
参加さしてもらってます︒
よろしくお願いします︒

◎餅つき・仕事納め
月 日︵金︶
◎冬休み
月

前田
和田
今村

貞雄
有未
知子

仁田
丸山
今村

典子
紀善
欣運

さえずり会議

日︵月︶〜
１月３日︵金︶

全体会議

音楽

今 期 予 定

賛助会員 継続・団体
ご寄付
原 良男
平野 義幸
常性寺
敬称略

パッチ

◎新年会︵映画鑑賞会︶
１月 日︵金︶
場所 シアタス調布

賛助会員 募集

看相談

◎福祉まつり 出店
月 日︵土︶
場所 調布駅前広場

フラ

正会員 賛助会員 ご寄付

らく

賛助会員 新規・個人
大槻 年巳

絵手紙

◎振替休日
月２日︵月︶

パッチ

振 込 口 座

︼

◎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

日頃発行予定

表紙の題字 三浦 洋子
０４２︵４４３︶１６３２

月

一泊研修に行って参りました。今ま
でにない災害をもたらすと言われた
台風 号が間近に迫る中、大きな影
響もなく帰ることができて安心しま
した。が、次の日に 号による避難
勧告が発令し、数名の安否確認を要
する事となりました。幸いめじろの
関係者及び施設は無事でしたが、被
害が出た施設もあったそうです。最
近の災害は、忘れてなくてもやって
くる、備えあっても憂いあり、とい
った様相です。であれば、被災した
後の想定も大切です。その場合、人
と人との繋がりが重要ではないかと
思う今日この頃です。
施設長大澤宏章

次号

℡ ０４２︵４４３︶１６３３ １･６３４

19

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

看相談 …
看護師の健康相談
医相談 医
…師の健康相談

音楽
職員会議
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
…

手話

27

賛助会員 継続・個人
伊地山 敏
原 良男
佐藤とも子
土岐 昭夫
藤岡 泰明
折目由紀彦

絵手紙
パッチ

成人の日

◎大掃除
月 日︵火︶

フラダンス教室
…
音楽教室
…

手話

◎素敵なクリスマス会
月 日︵水︶

フラ
音楽

冬 休 み

と申します

らくらく体操
…
手話教室
…

1

肢体不自由者です︒パソコ
ンの進化に驚愕しています︒
インターネット︑Ｗｏｒｄ
Ｅｘｃｅｌ︑パワーポイント
〜︒何処までいくのやら︒

らく
手話

３
‐

新年会
看相談 映画鑑賞会
フラ

30

10

パッチ
職員会議
東京都調布市国領町１

20

看相談
００２２
‐

1

音楽

12

らく

全体会議 福祉まつり
さえずり会議
出店

音楽

12
絵手紙

24

〒１８２

19

Fax

大掃除 素敵な
ｸﾘｽﾏｽ会 全体会議
看相談 （音楽） さえずり会議 餅つき
手話

看相談
手話
フラ

30

25

パッチ
らく

パッチ
らく

11

12

12

フラ

11
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ
全体会議

12

絵手紙

12
福祉まつり
振替休日

パッチ
看相談 職員会議
音楽
フラ

手話
らく
振替休日
文化の日

1
12
11

8

