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身体障がい者の社会参加と活動の場

新年あけましておめでとうございます

めじろ作業所を利用されている皆様、ご家族の皆様、羽ばたく会の事業を

支えてくださっている皆様におかれましては、お健やかに新春をお迎えのことと
お慶び申しあげます。

顧みますと平成十二年東京都 ・調布市より心身障害者児通所訓練事業所

として認可を頂き、以来、身体障がい者の自立支援と社会参加を推進して

まいりました。 その活動は印刷、自主製品の作成にとどまらず五年前から
はさえずりという喫茶の運営も行っております。

開設以来大変多くの方々の支援のお陰で障がいのある人が、地域社会に
貢献し、自分らしく暮らしていける自信と活動になっています。

本年はオリンピック ・パラリンピックの年で調布市内でも競技が実施されます
のでめじろ作業所も協力する機会が増えることと思います。

年頭にあたり皆様のご多幸を祈念いたしますとともに本年も格段のお力添え

平野 義幸

をいただきますようお願い申しあげまして新年のご挨拶といたします。
理事長

特定非営利活動法人 羽ばたく会

Copyright(C)2009 MEJIRO SAGYOSYO.All Rights Reserved.

http://www.mejiro-s.com

めじろだよりは
めじろ作業所の
通所会員が
めじろで起こる
様々なできごとを
面白おかしく︑
ときに切なく綴った
活動報告です

info@mejiro-s.com

福祉まつり
月 日︵土︶に調布駅前
広場で福祉まつりが行われま
した︒
模擬店ではさえずりのホッ
トサンド＆コーヒーを販売
し︑青空広がるステージ発表
ではフラダンス＆手話コーラ
スで参加しました︒
聴衆の評判はとても良かっ
たようですが︑それぞれの感
想はいかがだったでしょう？
︵森︶

福祉祭りに参加して
竹下 博幸
フラダンスと手話コーラス
の担当でした︒毎回﹁失敗す
るんじゃねぇ〜か？﹂と気持
ちドキドキですけど︑今回は
良く出来たと思います︒
フラダンスの歌で出だしを
忘れてしまい﹁どうしようか
なぁ〜﹂と思ったのですが︑
曲が鳴ったらスムーズに歌詞
が出て来ていい感じでやれた
と思います︒
会場も天気が良くていい福
祉まつりだったと思います︒

いろいろよかった福祉まつり
荒井 武司
私はフラダンスと手話コー
ラスをやりました︒天気予報

福祉まつりに参加して
林 千佳子
今年は 月末の寒い土曜の
日でした︒発表時間は太陽も
上に昇り暖かくなりました︒
舞台に立つ気持ちを大切に
するよう先生からアドバイス
がありました︒ヘアーメイク
など積極的に手伝って下さり
出演者は皆綺麗に美しく仕上
がりました︒
歌唱は元の楽曲が混声合唱
曲ではなく︑歌うにはかなり
難しい曲です︒
最近の曲を覚えるのは︑私
にとって︑手話を含めて本当
に大変でした︒そして約一年
練習した成果です︒泣いても
笑ってもお客様が感動し私達
の活動を理解して貰えればそ
れで満足です︒
そして︑私の感想はやり切
った感が強く大満足でした︒

では曇りでしたが太陽がでて
暖かったのでよかったです︒
他の作業所で谷村新司の昴
を歌っていたので懐かしく思
い口ずさんでいました︒
送迎車で来るときにゲゲゲ
の鬼太郎のぬいぐるみを着て
いた人を見たのもよかったです︒
私も夕方からＮＨＫでゲゲ
ゲの女房を見ていますので親
近感がありました︒

福祉まつり
高橋 光太
今年は秋の終わりごろから
ずっと体調が崩れ気味で︑き
ちんと参加することができる
か不安でしたが︑なんとか本
番当日を迎え︑途中でダウン
することなく歌い終えること
ができてよかったです︒
歌っている最中は歌いきる
ことに夢中だったのでちゃん
とできたかが心配でしたが︑
翌週︑歌の先生からも﹁きち
んと声が出て歌えていた﹂と
お褒めの言葉をいただけて︑
本当にちゃんとできていたん
だなと客観的に認識できて安
心しました︒

福祉まつりに参加して
西田 啓治
調布駅を降りて広場にテン
トが沢山張ってて︑さっそく
販売所に・・・︒
一般の人は︑思ったより財

でも施設長や先生が緊張を
ほぐしてくれたおかげで︑去
年ほどの緊張はなく臨めまし
た︒
家に帰って親が撮ってくれ
た写真を見たんですが顔が引
きつっていましたね︑もうイ
プを叩くことに必死でした︒
先生︑必死になりすぎて笑え
なくてごめんなさい 笑( ︒)
手話コーラスはのど飴効果
のお陰で万全なコンディショ
ンで歌えたので良かったです︒
実をいうとこの感想文︑親
の誕生日の 月３日に書いた
んだけど良い誕生日プレゼン
トになったかな 笑( 誕)生日お
めでとう！

福祉まつり感想文
髙野 英昭
当日は天気も良く晴れの穏
やかな日和で︑めじろ作業所
の出番は午後１時からで︑そ
れまでに女性陣はお化粧と艶
やかなフラダンス衣装にレイ
に着替え︑男性陣はアロハシ
ャツにレイの姿に着替えた︒
ハワイアンの題名は
﹁虹を﹂
で
自分の担当はマラカスで刻み
よいリズムとコーラスができた︒
次に手話コーラスの題名は
﹁コスモス﹂で先生の指揮の
もとそれまでの練習を重ねて
きたかいもあり︑手話コーラ
スが良くできたと思う︒ステ
ージは短い時間でしたが︑成

布の紐がかたい︒じっくりと
比べて買う︒
販売所の中で商品を見てみ
ると︑実用的なものが一杯︑
しかも安い！２０００円︑１
０００円と値が付いているの
で︑思わずこれが！と︒︵普
通なら５０００円以上︶
帰りに客となって︑母の帽
子と手袋などを購入︒舞台の
横で︑さえずりのコーヒーを
飲みながら鑑賞︒福祉まつり
に参加して 年前お団子を売
った記憶がある︒

福祉まつり感想文
小紫 怜佳
私は︑初めて福祉まつりに
行きました︒私はコーヒー販
売をしました︒お昼の時間に
販売担当だったのでお客さん
もたくさん来て大変でしたが︑
コーヒーもホットサンドもた
くさん売れてよかったです︒
フラダンスと手話コーラス
では︑
みんなの踊りもそろって
いてコーラスも歌声がよく聞
こえていてとてもよかったです︒

果が充分だせ楽しい福祉まつ
りが過ごせた︒

２０１９年度 福祉まつり
月岡 昭彦
僕の恒例のタバコを﹁トリ
エＡ﹂５階の喫煙室で︑いっ
ぷく！！
その後︑会場の椅子で座っ
ていたら︑素敵な合唱が聞こ

福祉まつり感想文 垣内 弘
フラダンスは先生が上手い︒
コーラスの先生はコーラスの
美しさは絶品でうちの家内も
同意︒
福祉まつり︑万歳バンザイ︒

福祉まつり感想文
卯月 小百合
フラダンス・手話コーラス
でした︒良かった︒ありがと
うございました︒

25

福祉まつりの感想文
野口 信一
作業所の手話コーラスとフ
ラダンスに参加させて頂きま
した︒努力が普段続かない私
ですが︑福祉まつりで参加す
る作業所の皆︑職員に迷惑か
けず︑自分も楽しめるよう︑
必死で集中しました︒
作業所の手話コーラスとフ
ラダンス練習により︑それ以
後私の生活にある時期から忘
れていた笑顔が何十年ぶりに
出てきました︒
私の悪い部分の改善に大変
効果あったと思います︒毎日
不得手な目標に向かっての練
習は辛かったですが︑終了後
とても充実した爽快感を感じ

えて聞けたのと軽いお昼を食
べていたので︑集合時間に間
に合わなくなりそうで︑アタ
フタしました︒
グリーンホールに︑行きギ
リギリ間に合いました︒着替
えた後︑ステージ横で大分待
たされたので︑気持ちがリラ
ックスできました︒でも親と
知り合いの人が︑来ていたの
で︑なお緊張感が上がりまし
た︒終わったので︑緊張から
解放されました︒

福祉まつりに参加して
高橋 庸介
手話コーラスに参加し︑発
表前は︑結構緊張していたの
ですが︑練習した成果を精一
杯この舞台にぶつけようと思
って︑その場に臨みました︒
寒空の中︑めじろ作業所の
調和の取れたハーモニーを作
り出すことができたかなと思
っています︒
元々歌を歌うのが︑好きな
僕なので︑結構リラックスし
て参加できたと思います︒職
員さん達の楽しいレッスンが
あって︑周りのお客様達も楽
しんでいてくれたと思います︒
歌い終わってからのホット
サンドとコーヒーは絶品でし
た︒調布市内の色々な顔見知
りにも︑会えてとても充実し
た福祉まつりでした︒

ました︒上手く表現出来た時
は大変幸せでした︒良い経験
をさせて頂きました︒
沢山練習したのだからいつ
ものように自分から逃げない
ようにしようと決心し︑積極
的に行動しました︒今後も作
業所の職員と作業所の仲間を
信じ︑自分の日常生活を向上
させていこうと思いました︒
本当にありがとうございま
す︒作業所の職員と仲間に感
謝一杯です︒また機会があれ
ば参加したいです︒

福祉まつりの感想文
池田 邦夫
今回は市役所前の場所から︑
調布駅前の広場にかわりました︒
私は 時から販売の担当をし
ました︒
当日は寒く風がありました
が︑売り場の場所は陽当りが
あり良かったです︒お客様も
多く来た感じです︒皆さんが
手にするのは︑指文字や会員
がデザインしたメモ帳を買っ
ていました︒
午後１時からめじろ作業所
のショータイムを見学しまし
た︒会場は日陰もあり︑寒い
場所ですが︑今回はフラダン
スから始まり︑登場するや︑
見学者の人が一斉にスマホを
かざし写真を取っていました︒
その後手話の歌を聴きました
がとても素晴らしかったです︒
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令和最初の福祉まつり
原嶋 隆成
今年も自前のアロハシャツ
で参戦！親と妹が見に来てく
れました︒親と妹が来た瞬間
緊張はピークに！
調布に来るまでの道中での
ど飴を買い本番ギリギリまで
なめて声を整えていました︒
そして準備のため外に出ると
分押しとの情報が！本番前
の緊張感を味わう時間がさら
に増えてしまいました︒
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クリスマス
月 日︵水︶毎年恒例の
クリスマス会が開催されまし
た︒今年も美味しいご飯と︑
みんながそれぞれに悩み考え
たプレゼントを交換し︑ふく
し祭りで発表したフラダンス
と手話コーラスの上映会をし
ました︒様々なプレゼントが
あり見ているだけでもとても
楽しかったです︒︵白田︶

クリスマス会
原嶋 隆成
まずなんといっても昼食︑
キッシュにサラダに猪飼さん
製作のケーキと本当に美味し
いものばかり︑そしてプレゼ
ント交換会！僕が当たったの
はスマホスタンドでした︒
原嶋家は僕以外全員スマホ
使用者なのでそのまま母親に
あげました︒その後福祉まつ
りの映像を観たんですが︑も
うちょっと声出した方が良か
ったかなと思いました︒そし
てきよしこの夜を歌ってクリ
スマス会は無事終了！さあ次
回はどんなプレゼントが当た
るのか今からドキドキです︒

クリスマス会に参加した感想
浅野 弘次郎
キッシュ＆サラダとスープ︑
ケーキ︑クッキーが出て食べ
ました︒キッシュが美味しか
ったのでおかわりしました︒
食後の休憩後︑プレゼント
交換を行いました︒自分の所
に来たのは水筒でした︒他の
人のプレゼントを見たらスヌ
ーピーやムーミンなどキャラ
クターグッズが多かったです︒
自分の買ったプレゼントは
職員さんの所へ行きました︒
その後は福祉まつりで行な
ったフラダンスと手話コーラ
スの観賞会をしました︒
最後に生演奏のクリスマス
ソングを唄って解散しました︒

甘い物が出て来てまずまず︒
︵味が︶︵ ※キッシュです︶
最後にショートケーキで締
めました︒何もしないで︑食
べるだけ︒ありがとうござい
ます！

福祉まつりで披露した手話コ
ーラスとフラダンスの映像を
見ました︒映像を見て︑私の
表情が﹁悪い﹂事が分かりま
した︒でも︑皆さんと楽しく
過せたことがよかったです︒

楽しかったクリスマス会
高橋 庸介
おいしいキッシュとスープ
とケーキをみんなでたのしみ
ながら︑食べました︒
恒例のプレゼント交換と楽

クリスマス会の感想文
髙野 英昭
職員の方々が用意してくれ
た︵素敵なランチ︶が並んで
いて野菜スープ︑サラダ︑パテ
ィシエ職員製作のプルプルり
んごゼリー︑苺のショートケ
ーキ︑クッキー︑それに毎年
︵もみの樹︶さんからのキッ
シュと豪華なランチで美味し
くいただけた︒
プレゼント交換会は今回は
枕にもなるクッションが当た
った︒次に福祉まつりのステ
ージ上映がありフラダンスの
﹁虹﹂と手話コーラスの
﹁コスモス﹂のよくできた映
像を見れた︒最後に素敵 な ク
リ ス マ ス ソ ン グ で ﹁きよし
この夜﹂をピアノ演奏でみん
なで合唱をした︒第９回の素
敵なクリスマス会だった︒

クリスマス会の感想
竹下 博幸
軽い昼食と美味しいケーキ
をいただきました︒毎回参加
していますが︑プレゼントを
考えるのに時間がかかりまし
たが︑自分が﹁もらってもい
い物﹂を買いました︒
プレゼント交換が終わって

しい楽しいクリスマスソング
を歌ったり︑有意義な時間を
みんなと和気あいあい過ごす
ことができました︒
クリマスマスプレゼントに
驚いたり︑一年のみんなとの
楽しいめじろ作業所での活動
を締めくくるにふさわしいと
ても有意義な時間を過ごすこ
とができました︒

楽しいクリスマス会
林 千佳子
クリスマス会のメインは︑
パティシエ職員さん手作りの
心のこもったケーキ達と︑自
分たちで考え持ち寄ったプレ
ゼント交換です︒毎年︑いつ
も同じ様な品が集まります
が︑今年は少し違っていまし
た︒そして︑その人に必要な
い品が当たることも多いので
すが︑なぜか合った品が本人
に引き寄せられるかの如く抽
選で当たっていました︒
私も普段︑枕が合わず首が
痛いと思っていたところに︑
﹃どつぼ﹄に当たるつぼ押し
のグッズが運ばれてきました︒
独りで出来ないとこに︑当
てて楽になる品です︒
クリスマスソングを歌って
盛り上げ︑ホワイトクリスマ
スのピアノ演奏に酔いしれ︑
福祉まつりの映像を観て︑そ
れぞれの反省を心に秘めなが
らそれぞれ帰路に着きました︒
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クリスマス会
西田 啓治
色々と料理が出て来て満足
でした︒フランスかどっかの
お好み焼き ※
みたいな︑少し
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です︒来年もまた参加できる
ように体には気を付けていき
たいです︒

んたち何名かが来ていた︒
私は４人席で︑さえずりの
職員さんが用意してくれた
餅・味噌汁︑野沢菜などがあ
り︑私はスタンダードな醤
油︑大根おろし︑海苔を巻い
て頂いた︒楽しく満腹になっ
た餅つき会の仕事納めでした︒

とても美味しいお餅でした
高橋 光太
年収めの餅つきは︑大きい
お餅を少しずつ千切って好き
な味をつけて食べました︒
だいたいの味を網羅して︑お
吸い物や漬物を頂きとっても
おなかが満たされました︒
天気もよく寒さが控えめな
いい天気だったこともあり︑
最高の年収めでした︑ありが
とうございました︒

年末にお餅つき
原嶋 隆成
僕は 時 分〜 時 分の
回に参加しました︒
本当は木村君もいたはずだ
ったんですがまさかの欠席！
ちょっと残念でした︒
お餅はしょうゆをつけて海
苔を巻いてパクリ あまりに
実は美味しかったので思わず
おかわり 実は僕あんこもき
な粉も苦手なのでこれしか食
べられなかったんです 笑( ︒)
30

もちつきイベントに参加して
松岡 邦雄
年末の慌しいなか︑めじろ
作業所の﹁もちつき﹂イベン
トに参加した︒といっても︑
昼時に伺ってお餅をご馳走に
なっただけだが︒
早速︑丸いお餅を２つと味
噌汁をペロッといただいた︒
一緒に添えられた漬物が非常
においしかった︒
去年もご馳走になっただけ
だが︑次回は餅をつくところ
から参加してみたい︒
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餅つき

30

27

4
5

10

!!

餅つき感想文
荒井 武司
当日は風が強く吹いてバラ
ンスを崩し倒れそうになりま
したがさえずりに着きお餅を
いただきました︒喉につかえ
ないように慎重にたべました︒
栗が好きなので美味しくいた
だきました︒

餅つき大会の感想文
髙野 英昭
私は 時 分からのグルー
プにしていたので︑ゆっくり
と来れる事ができた︒さえず
りに着くと月岡さんや青木さ
12

餅つき
林 千佳子
毎年の餅つきは私達には楽
しい交流の時間です︒職員の
ご尽力のお陰もあり私達は︑
到着と同時に用意されている
お餅を食べるだけの楽しい交
流を︑いつも過ごせるのです︒
また︑持ち寄ってくれる美
味しいお漬物を箸休めにして
味噌汁で喉を潤しながら丸め
られた丸餅をひとつずつ食べ
ます︒今回は小さく切って欲
し いと希望した通りになって
おり︑食べやすかったです︒
私は大根で食べました︒出
来立ての柔らかいお餅は美味
しかったです︒短い行事です
が季節を感じられる一番楽し
い一時です︒暮れは建て続け
の楽しい行事が続きます︒

11

12

仕事納めとなる 月 日
︵金︶毎年恒例の餅つきが行
われました！例年にない暖か
な気候のなか賑やかに餅をつ
き︑頂いた差入れや手作りの
汁物と共に皆で美味しく頂き
ました︒自由な雰囲気で歓談
にも華が咲いていました︒
︵橋本︶

10

餅つき
竹下 博幸
餅つきに参加しました︒班
ごとに集まるのが決まってい
て︑私は最初の班に決めまし
た︒当日は︑餅をつきたいと
思ったのですが︑エプロンを
忘れてしまい餅をつくことが
できませんでした︒
けど︑早めに終わってとっ
てもスムーズで良かったです︒
お餅つき大会の感想文
池田 邦夫
餅つきと懇親会が行われ私
は 時 分から 時 分まで
いました︒いつも私は食べる
専門でさえずり内に席が設け
られ︑テーブルにはつきたて
のお餅が一口だいにカットさ
れ︑トッピングには︑海苔と
大根おろし︑きな粉︑粒あん
などがあり︑他にも味噌汁︑
たくわんなどがありとても美
味しかったです︒ただ他の人
とのお話が席の関係もあり︑
あまりできませんでした︒１
時間で入れ替えなどで︑残念
30

25

お餅つき
西田 啓治
つきたてのお餅を食べさせ
てもらった︒正月前に食べた
のは初めて︵つきたての餅を︶︒
きな粉︑大根おろし︑醤油
と食べてお腹満腹になりまし
た︒︵なんせ︑ 時半！︶
隣でつきての皆さんが気合
を入れて︑ペッタンペッタン
してました︒
来年は︑私も・・・︒
︵無理かな？︶

10
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他人に常に気を遣って行動し︑感謝を忘れない
前田功

私はいつも林さんに感謝してますよ！
アンビシャス！
小林隆

ボーイズビー！
有言実行

太田福代

…佐藤信輔

いつも何も言わないジャン！
わからない言葉に出会えたら
んー︑︑︑深い︑︑︑
けがをしないように
松岡邦雄

ご無事をお祈り申し上げます
アウトドアに出る
垣内弘

いってらっしゃい
みんな元気に
伊地山悠子

お気遣いありがとうございます
みなさん健康に
平岡達弘
内田久美子

林千佳子

寺﨑璃珠子

お気遣いありがとうございますツー︵２︶
休まず通所
職員の願望です
めじろにしっかり通う
安日泉

職員の願望ですツー︵２︶
歩行体力ＵＰ
荒井武司

アップアップしちゃいましょう
休まないで通所する
木村泰志

既に出来ているような
現状維持
素晴らしい！

池田邦夫

けっこう難しいですね
元気に過ごすこと
西田啓治

過ごしましょう！
元気で
お別れの挨拶みたい
藤田秀子

藤田弘熙

身体に気を付けて頑張る
応援しています
一年間頑張ります
伊藤和代
西田千代子

応援していますツー︵２︶
一年間感謝
感謝のデパートや〜！
健康のありがたさを知ろう

いそいでもいいですよ

青木里衣

教えてください！
のんびりと
ちょっとは
健康一番

ろう者同志でみんなと一緒に楽しく
仲良くすごすよう協力します
三浦洋子

健聴者差別だ！私も仲間に入れろ〜！
健康第一で筋力をきたえよう
湯舟美帆

健康と筋力の関係性を鋭く突いた抱負です

竹下博幸

体力とウイルス対策出来るようにしたい
しましょう！
今年こそ就職する
月岡昭彦

先に言っておきます︒おめでとうございます！
いろいろな仕事をのりきる

ではいろいろな仕事を持ってきますね
高野英昭
細萓明美

健康でやりがいのある幸福な１年
素晴らしい抱負！金賞！
健康に気をつけてやります
やってください！
ＡＫ

筋肉は裏切らない元気があればなんでもできる
土岐朋子

そうだそうだ！
健康で笑顔に
卯月小百合

うんうん

高橋光太

笑顔だから健康になるし健康だから笑顔になる
今年一年仕事も楽しいです
ありがとうございます！
河西守人

高橋庸介

丸山さやか

了解です

健康で中庸に頑張る
ほどほどにね
体調に気をつけて頑張る
体調管理は重要ですね
やりがいを持って何事もこなす

石塚哲史

藤井英人

こなしちゃって下さい！
体力をつけたい
ぜひ！
充実した生き方をしたい
原嶋隆成

酒井智恵子

野口信一

ＴＴ

宮岡利世

森薫子

既にされていると思いますが︑もっと上を目指すのですね

今年一年元気にすごす
元気が一番！

今年一年笑顔を心がける
原田俊也

笑顔が一番！

健康ですごす
健康が一番！

毎日笑顔でたのしく過ごす
小紫怜佳

笑顔がお似合いですね！

今年一年健康にすごす
健康は宝です

杉山百恵

坪井唯

大澤宏章

１・２・３・めじろ〜ファイヤーズ
桂みゆき

オッ︑オーッ！

自分に勝つ
これ以上戦わないで

現実から目をそらさない
その通り！

ピアノを自由に弾けるようになる
どうぞ！
坪井睦子
藤岡章子

明日は明日の風が吹く
そうですね

一日を大切に
大切にします

日々笑顔で﹃ケセラセラ﹄ 折目照美
笑顔のケセラ

橋本佳美

物事の再出発︑そしてより豊かで彩りある人生とする
新境地！
フォトウエディングの実現

白田かおり

丁寧はいいですよ

猪飼ともみ

お撮りしましょうか？
何事も丁寧に

雑な私が言います

息子の大学資金を貯める
ＳＹ

バイトしましょうか？
闊達な人になる

健康で元気な一年に
ＯＮ

健康も元気も一番！
体力維持

体力自慢！
大丈夫だからあせらず一歩一歩

倒れるときは前のめり！

何事にも前向きに笑って一年

大丈夫なのですね︑安心しました

ＫＮ

闊達の意味を誤解していました

!!

!!
ントしてます

勝手にコメ
施設長が好き

6
7

就きたい仕事を探す

そして就いてください！

白糸の滝を背景に

今年の抱負 2020
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ってるように私は感じました︒
寅さんを観ていたら︑あっ
という間に渥美清さんの温か
い演技に引き込まれ︑気がつ
いたら感激して︑泣きじゃく
っていました︒今後は気持ち
を切り変えて何事にもプラス
に考え︑前向きに努力を続け
て行こうと考えました︒渥美
さんに倣って何事にも笑顔で
強いハートで行動しようと思
います︒私にとって大事な時
間となりました︒

新年会
荒井 武司
トリエでおかえり寅さんを
鑑賞しました︒私も久々に見
て懐かしく思いました︒一作
から見ているのでさくらとひ
ろしとみつおと泉ちゃんが変
わっていないのがよかったで
す︒シリーズの後半はみつお
と泉ちゃんが中心に話が展開
していたので懐かしかったです︒

今年の新年会の映画を見て
林 千佳子
今年の映画は︑大ヒット中
の蘇った寅さんの５０作目︑
﹃おかえり寅さん﹄です︒山
田洋次監督がデジタルリマス
ター版として︑今までの５０
作の名場面から︑再編集した
物でした︒ほとんどの映画を
観ている私は︑案外詰まらな
いかなと甘く見ていましたが

画で︑その画像には︑おとと
し日帰り研修で行った﹁寅さ
ん記念館﹂で見た葛飾柴又の
帝釈天や高木屋などが出てき
て︑懐かしく思えた︒
寅さん映画もテレビで何回
も見ているが︑倍賞千恵子の
妹役︑毎回違うマドンナ役の
女優などいくど見ても笑わせ
てくれる映画で︑２時間あま
り楽しめた︒

新年会で﹁男はつらいよ﹂を
観て
高橋 庸介
調布トリエのシアタス調布
で︑﹁男はつらいよ・お帰り
寅さん﹂を観ました︒渥美清
さん演じる寅さんが︑スクリ
ーンに懐かしい風貌で登場し
ました︒
各作品のマドンナたちも︑
勢ぞろいして︑コミカルに映
画を演出していました︒
特に懐かしかったのが後藤
久美子さんが久しぶりに登場
した場面でした︒彼女にとっ
て︑二十三年ぶりの女優復帰
が今回の﹁男はつらいよ・お
帰り寅さん﹂だったそうです︒
寅さんやその周りの人達の
何とも言えない絶妙なやりと
りがとてもおもしろく︑奇想
天外な展開に
﹁お帰り寅さん︑待ってまし
た︒﹂
と︑心の中で呼びかけていま
した︒

最初の山本直純さんの名曲が
桑田さんに替わり流れて来た
時からもう何とも言えない寅
さんの優しさに包まれ︑懐か
しさに胸を締め付けられまし
た︒
初めて５０年前テレビで見
た時と同様に夢から始まり︑
違いは主人公が大人になった
甥っ子の満男君で︑彼の人生
に沿っていました︒
昔の寅さんの片思いの美し
いマドンナ達の姿も随所にあ
って泣いたり笑ったり︑本当
に良いホームドラマを見た後
の心地好い気持ちにさせてく
れました︒
そして高齢者問題を絡ませ
る監督の心憎さも感じました︒

新年会の感想 映画 ﹁おか
えり寅さん﹂
池田 邦夫
今回三回目のシアタス調布
映画鑑賞新年会に参加しまし
た︒正月映画と言えば︑少し
前は映画﹁寅さんシリーズ﹂
が当たり前︑私も一度１月に
新宿映画館に観に行ったこと
があります︒
今年も年明けに不安なる出
来事あり︑やはり世の中は︑
笑いと人情が大切だと思いま
す︒映画は予告編やコマーシ
ャルなどがなくすぐに始まり
ました︒
﹁サザンオールスターズ﹂
の桑田啓介が登場し︑寅さん

翌日のトーク番組で︑後藤
久美子さんが︑お話をもらっ
て色々考えた末に出演を決め
た経緯を知ることができまし
た︒寅さんの映画に欠かせな
いマドンナとの掛け合いも︑
見逃せなかったです︒
お正月の映画として︑ぴっ
たりな作品を観ることができ
てよかったです︒

新年会
竹下 博幸
映画は新作の﹁男はつらい
よ﹂でした︒出てくる俳優さ
んの変りよう︵年齢︶にビッ
クリして見ていました︒
新年会で映画を見に行くと
﹁今年も始まるなぁ〜﹂と思
える良い新年会でした︒よか
ったです︒

新年会 感想
ＭＳ
﹁男はつらいよ﹂の作品を
ちゃんと観たのは初めてで︑
めじろ作業所の新年会に参加
したのも初めてだったので新
年会の雰囲気が分かって良か
ったと思いました︒
普段︑映画を観る時は車椅
子から座席に移動出来ないこ
とも多いので移動出来て観る
ことが出来たので嬉しかった
です︒

の主題歌から始まり︑内容は
現代の介護問題や昔好きだっ
た人の付き合い方などがあり︑
間には懐かしい寅さんの﹁マ
ドンナやシリーズの間﹂を繋
ぎ合わせて一つの物語ができ
ていてとても面白かったです︒
最後に渥美清の寅さんの主
題歌を聞けて良かったです︒
またポップコーンもとても美
味しかったです︒

３回目の映画会 土岐 朋子
今年も３回目の映画会に参
加した︒昔から﹁男はつらい
よ﹂の映画を観たいと思って
いたが字幕がなかった︒聴覚
障害の私にはつまらなく︑意
味が分からないままでした︒
でも︑ポスターを見てかっ
こいいと思いました︒今年
﹁男はつらいよ﹂ 作目で︑
ようやく字幕があったので︑
良かった︒喜怒哀楽の様子を
観て︑遠い昔を思い出しまし
た︒楽しかったです︒ありが
とうございました︒

新年会︵お帰り寅さん︶
木村 泰志
新年会でお帰り寅さんを見
ました︒私は一番前の席で見
ました︒最初はドキドキしま
した︒でも終わってから﹁一
番前で見れてよかった﹂と思
いました︒
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新年会
１月 日︵金︶にシアタス
調布にてめじろ作業所の新年
会映画鑑賞会が行われました︒
上映作品は﹁男はつらいよ！
おかえり寅さん﹂です︒名シ
ーンや懐かしいシーンなども
流れ︑あちらこちらから皆さ
んの笑い声やすすり泣きが聞
こえてきました︒
子供の頃にお父さんと一緒
にテレビで見ていたのを思い
出しました♪役者さんもいろ
いろな方が出演されていて驚
きもあり︑楽しかったです︒
多くの方に愛されている寅
さんは素敵ですね！！以前の
日帰り研修旅行で柴又へ行っ
たので︑また行ってみたいな
と思いました♪︵猪飼︶

新年会に参加して 野口信一
今回の映画が︑私が中学で
大好きだった国語の先生が寅
さんを好きだったので寅さん
でよかったと思ってました︒
寅さんはストーリーに安心感
があるので良いです︒そこで
は︑山田洋次監督が寅さんを
通じて日常生活で困っている
人を見かけたら︑助ける事が
大切だとか︑他人に優しくす
る事の大切さや︑優しさや笑
顔がいかに人を幸せにするか
を︑映画を通じて示して下さ

映画の途中で食べるポップ
コーンもとても美味しかった
です︒私が一番映画を見て印
象に残っているのは︑桑田佳
祐さんが歌う部分でした︒と
ても素晴らしかったです︒
映画を見てた時は︑本当に
素敵な時間を楽しめたと思い
ます︒

字幕付きが嬉しかった
杉山 百恵
昔から﹁男はつらいよ﹂の
映画は字幕がなかったので︑
何の話しなのか？と分からな
かった︒聴覚障害なので字幕
がないとストレス溜っていま
した︒
テレビは字幕があるけど︑
観る途中でＣＭばっかり …
︒
新年会の﹁男はつらいよ﹂
映画は字幕付きで観ることが
できて良かったです︒﹁男は
つらいよ﹂良かったです︒

新年会の感想文
高野 英昭
毎年恒例になっているめじ
ろの新年会︵映画を見る会︶
がイオンシネマ・シアタス調
布で開かれ︑今年は渥美清の
﹁男はつらいよ寅さん ﹂で
一年ぶりに参加させてもらっ
た︒
寅さんシリーズも昭和 年
から始まり通算 回記念の映
50
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去年のクリスマスは３日間限定の
ケーキセットを販売致しました！
※ケーキは店内での提供のみになります。

１月中旬より、武者小路実篤記念館の限定
チョコレートをさえずり店内で販売しました。
実篤記念館オリジナル缶にモロゾフのチョコ
レート９粒入りで５４０円。
おかげさまで販売開始から 4 日間で完売となりました。
来年も販売していきたいと思います。

寒中お見舞申し上げます

令和○年一月

‐

目 白

令和○年一月

目 白

太 郎

東京都○○○○○○○○○○○
電 話 〇〇〇ー 〇〇〇ー 〇〇〇〇

太 郎

東京都○○○○○○○○○○○
電 話 〇〇〇ー 〇〇〇ー 〇〇〇〇

ご丁寧なお年始状をいただき誠にありがとうございました
昨年喪中のため年頭のご挨拶を控えさせていただきました
暖かな春の訪れまでもう少し
皆様ご自愛くださいますようお祈り申し上げます

〒

寒中お見舞申し上げます
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

〒

寒中お見舞い申し上げます

‐

〒 ‐

〒 ‐

東京都調布市国領町〇ー〇〇
〇

目白 次郎
花子

〇〇（〇〇〇）〇〇
〇〇

東京都調布市国領町
〇ー〇〇
電話〇

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
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

寒中お見舞い申し上げます

〒 ‐

目白 次郎
花子

電話〇〇〇（〇〇〇）〇〇〇

目白 次郎
花子

〇〇〇）〇〇
〇〇

東京都調布市
国領町〇ー〇
〇
電話〇〇〇（

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
寒さ厳しき折
した
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

東京都○○○○○○○○○○

寒さ厳しい折いかがお過ごしでし
ょうか 私ども
お蔭様にて風邪などひかず元気に
暮らしております
本年もよろしくご交誼のほどお願
い申し上げます
令和○年一月

〒
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Open 10:30 Close 17:00（last order 16:45）
Tel 042（444）8818 http://cafe-gallery-saezuri.jimdo.com/
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封 筒
ハガキ

10 月
11 月
12 月
11

山田 次郎
花子

総件数
製 本
A2 〜 A0
B5 〜 A3
書
類

ロールケーキは食べやすい甘さを考えつつ、季節の
フルーツをたっぷり入れています♪
ゆび文字メモ帳ぜひ活用して下さい！

000

名 刺

000

000

000
0000

000
0000

☆とても美味しかったです

清潔感のあるとても素敵なお店でした。
ロールケーキを頂きましたが甘さ控えめでフルーツ
がたくさん入っていてとても美味しかったです。
手話イラストのメモ帳を買って帰りました。
ありがとうございました！

初めて来ました。サンドイッチもコーヒーもとても
美味しかったです。店の中も可愛いものが多く、
おしゃれでした。また来ます。
初来店ありがとうございました！
手作り品や店内ディスプレイはいろいろ変わるので、
また楽しんで頂けたら嬉しいです。

電話 〇〇〇（〇〇〇）〇〇〇〇

☆清潔感のあるお店

0000

素敵なお言葉をありがとうございます。
皆さんの作品は季節で入れ替えしております。
楽しく素敵な作品をぜひまたご覧ください。

喪中と知らず︑年賀状を出してしまった時
のお詫び
喪中はがきが届かなかったときに︑知ら
ずに年賀状を出してしまっても失礼にはあ
たりません︒ですが失礼をお詫びするとよ
り丁寧です︒喪中と知ってしまい︑失礼を
お詫びしたい場合も﹁寒中見舞い﹂を使い
ます︒
年末のご不幸で喪中はがきが間に合わなか
った場合
年賀状を投函した後にご不幸があった場
合には︑年賀状が届くのは仕方のないこと
とします︒そのうえでご不幸をお伝えした
方が良い方には︑
﹁寒中見舞い﹂という形で
喪中であることをお伝えします︒

<２０２０年限定版実篤チョコレート >

0000

初めて一歩一室内の明るさと掲示作品に心がなごみ
ました。作品に暖かさを感じました。
皆さんの活躍を期待しています。ごちそう様でした。

さえずりを気に入って頂きとてもうれしいです！
癒しの雰囲気をこれからも提供できるようにして
いきます。またのご来店をお待ちしております。

☆暖かさを感じました

静かな雰囲気が気に入っています。隣の市在住なの
でなかなか来れないですが、癒しのひとときが懐か
しくなるとこちらへ向かいます。
音楽もゆったりさせてくれて、ほっとします。
ケーキの種類もいつも違って迷ってしまいます。
またいつか来ますね。

﹁厳寒期に相手を気遣う﹂ことが︑寒中見
舞い・余寒見舞いの主旨です︒自分なりの
心を込めた言葉をお送りしてはいかがで
しょうか︒

☆癒しのひととき

いつも美味しいケーキとコーヒーを提供して頂き、
ありがとうございます。
いつもご来店頂きありがとうございます！
お客様に喜んで頂けるよう、これからも色々な
ケーキを作っていきますね。

集
唯

編
坪井

こんなご注文がありました

・ミニショートケーキ
・ミニフルーツゼリー
・クッキー３種類
・ドリンク

今年は出して
みませんか？
☆美味しいケーキとコーヒー

お客様からのメッセージ

第１5 号

寒中見舞いのマナーって？

< クリスマス３日間限定のケーキセット >

今年度も沢山の年賀状の注文を頂きあり
がとうございました︒年賀状の発行枚数が
減る中︑去年とほぼ同程度のとなりました︒
今年はオリンピックイヤーとなりますの
で︑印刷の金メダルを獲れるよう頑張りた
いと思います︒

お得なセットで大変好評頂きました♪
今年のクリスマスは何を作ろうかな？と
今から楽しみです！

新年あけましておめでとうございます︒
二〇二〇年もよろしくお願い致します︒
さて︑慌ただしい年末も終わり︑寒中
見舞いをどうするか考えている方も多い
かと思います︒
寒中見舞いはもともと︑暑中見舞いの
ような季節の挨拶でした︒しかし最近は
﹁喪中の方への挨拶状﹂または﹁喪中の
方が用いる挨拶状﹂として︑喪中に関係
する際に使われることが増えています︒
つまり︑新年の挨拶を控える喪中はがき
︵年賀欠礼状︶を受け取った時の返礼や︑
喪中と知らず年賀状を出してしまった際
のお詫び︑喪中に年賀状を頂いたときの
返事といった状況で寒中見舞いを利用し
ます︒または﹁喪中かどうか関係なく﹂
年賀状を出しそびれたときにも寒中見舞
いを送ります︒
寒中見舞いは季節の挨拶なのか︑喪中
に関するかどうかでマナーや文面が異
なりますので注意が必要です︒

暖かなお正月でしたね♪
本年もカフェギャラリーさえずりをよろしくお願い致します。

喪中はがきを頂いたときの返事
喪中はがきを頂いたときに︑必ずしも
返事を出す必要はありません︒しかし年
始の挨拶がわりとして寒中見舞いを出す
と好印象です︒

編集担当：猪飼ともみ

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

vol.20

日︵月︶

新田 義彦
川島 操
河内美江子

石橋

野口

茜

キミ

めじろ作業所の絵手紙教室

年目の絵手紙展

さえずりにて開催中

めじろ作業所

日︵月︶

月

日頃発行予定

表紙の題字 三浦 洋子
０４２︵４４３︶１６３２

12

!!

今 期 予 定
◎節分
月

泰洋

日︵火︶ ―
２月

東京都調布市国領町 1-3-1 調布セントラルアパート 1F

042-444-8818
土日祝（不定休あり）

連絡先
休業日

賛助会員 継続・団体
リンＭＣグループ
ご寄付
岡野
匿名
敬称略

令和２年１月

10:30 16:30
Cafe Gallery さえずり

間
場

時
会

施設長のひとりごと

めじろ作業所
10 年目の絵手紙展

年末年始の喧騒が無事に過ぎてい
きました。めじろ作業所でも多く
のイベントや長期休みで、毎年楽
しくも忙しい日々が続きます。そ
んな 中 、 今 年 の 抱 負 を 読 む と 、
ほっこりするものや、思わずつっ
こみたくなるものまで、時間を忘
れてしまいます。私が好き勝手に
コメントしておりますが、みなさ
んの抱負が実現するよう、全力で
サポートしていく所存でございま
す。なので読者の皆様には是非と
も、私へ全力のサポートを頂けま
す様、宜しくお願い申し上げます。
施設長大澤宏章

次号

℡ ０４２︵４４３︶１６３３ １･６３４

看護師の健康相談
…
医師の健康相談
…
１調布セントラルアパート１階
‐

看相談
医相談

21

◎ひな祭り
月３日︵火︶
◎チャリティー弥生茶会出店
３月 日︵日︶
場所 大正寺
主催 国際ソロプチミスト東京 調
‐布

賛助会員 募集

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︶

らく

◎お花見
月 日︵水︶

︼

フラ
職員会議

17

さえずり会議

昭和の日

全体会議

フラ

振 込 口 座

３
‐

看相談

手話

音楽

看相談

絵手紙

︻

パッチ

正会員 賛助会員 ご寄付

看相談

◇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

音楽
東京都調布市国領町１

絵手紙
パッチ

春分の日

10

音楽

パッチ
らく
さえずり会議

らく

絵手紙教室
…
パッチワーク教室
…

音楽

看相談 職員会議
手話

パッチ
お花見

手話

4
全体会議

フラ
絵手紙

パッチ
フラ

らく
ひな祭り
手話

賛助会員 新規・個人
浅野 喜一

フラダンス教室
…
音楽教室
…

3

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

看相談

直美

フラ
音楽

音楽

らくらく体操
…
手話教室
…

音楽

3
29

1

賛助会員 継続・個人
宇井 静男
前田

2
らく
手話

振替休日

００２２
‐

20

建国記念日

さえずり会議

らく
〒１８２

4

Fax

手話

全体会議
フラ

天皇誕生日

フラ

パッチ
絵手紙

パッチ
手話

らく
節分

看相談 職員会議

２

３

４

４
３
２

