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ありがとうございました
卯月 小百合
節分やひな祭りのお弁当︑ありが
とうございました︒

雛祭り︑お弁当を自宅で楽しむ形
式での開催となりました︒会員・職
員で力を合わせて製作した壁紙アー
トをバックに写真撮影しました︒
︵撮影時のみマスクを外し︑無言で
ハイポーズ！汗︶

雛祭り
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雛祭り

発行元：NPO 法人 羽ばたく会

身体障がい者の社会参加と活動の場

ひな祭り弁当
林 千佳子
ひな祭りも例年通りに開催出来ず
お弁当を持ち帰って祝う形式となり
ました︒こんな生活がずっと続くの
かと思いながら美味しいお弁当を一
人家で食べました︒
どんなお弁当か分からなかったの
で足りなかった時の為に用意してい
た食材の出番は当日ありませんでし
た︒趣向を凝らして内容を考えて用
意して下さる雛祭り弁当ですが︑私
の密かな楽しみです︒
いつものように煮物︑揚げ物の副
菜と白米︑ちらし寿司の主食とデザ
ートと︑ここのお弁当のおかげで普
段好んで口にしなかった煮物が好き
になりました︒皆の好みと栄養バラ
ンスの良い食事を簡単に取れない私
達にとっては嬉しい心遣いです︒
作業所内の雛祭りが出来ない寂し
さはありますが中止とせずお弁当だ
けでもそんな気持ちにしてくれるの
はとても嬉しいです︒ありがとうご
ざいます︒

ひな祭り弁当最高 ◇
(ʻ ゞ
ʼ)
杉山 百恵
コロナウイルスのせいで落ち着き
ません︒どこにも行けなくて辛いで
すよね︒
ひな祭り弁当をくれると聞いて︑
弁当の中身は何だろう？と楽しみに
していました︒ひな祭り弁当をくれ
ました︒お弁当の中身を開けてみた
ら︑ミニちらし寿司でした︒うまい
ウマイ美味い♪美味しく頂きまし
た︒
楽しいひな祭りパーティを過ごし
ました︒ひな祭り弁当下さり有難う
ござました︒

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

テレワーク期間中のことにつ
いて︵抜粋︶
匿名
１月 日︵金︶〜
テレワークが始まった︒二
度目なのであまり動揺するこ
とはありませんが新型コロナ
ウイルスへの不安は日に日に
大きくなっていきます︒少し
でもテレワーク中に状況が改
善すると良いです︒
１月 日︵月︶〜
コロナウイルスになってか
ら格段に外出が減ってしまい
ましたが︑それと同時に関わ
ってくれる人達の人間性など
が分かっていくので面白いな
と思いました︒助けて頂くこ
とが多いので感謝しながら生
活したいと思いました︒

のを買ってみました︒
今はコロナ禍でマスク生活
なので︑花粉症もコロナ禍で
の生活も辛いことですが︑貼
る眼帯があって耳が痛くなら
ないので良いことだと思いま
した︒
会員コラム

私の障がい

ロナウィルスが少しでも収束
に向かっていくことを望んで
います︒
私は今後︑将来的にはピア
カウンセラーや困っている人
たちの助けになるような活動
をしていけたら良いなと思っ
ています︒
最近は具体的に活動しよう
と思い︑講習会などにも参加
しています︒
これからも大変なことはあ
ると思いますが︑頑張ってい
けたら良いなと思っています︒
皆さんも無理せずに体に気
を付けてお過ごし下さい︒

調布市民歌舞伎

★ケーキとっても美味しかったです !
穏やかで落ち着いた接客も素敵です。ありがとうございました。

２月３日︵水︶〜
２月２日は︑節分で特に何
かがある訳ではなかったので
すが︑恵方巻を頂けたのは嬉
しく思いました︒
１人でいるとイベント事に
疎くなりがちですが︑少しで
も目を向けることは大切なん
だなと実感致しました︒

★最近週に１回はさえずりさんのコーヒーやケーキを味わって
リフレッシュしています。
お店の雰囲気も落ち着いていて good!!

調布市民歌舞伎 池田 邦夫
３月 日に調布市民歌舞伎
をくすのきホールに観に行き
ました︒
コロナ渦のなかの開催でも
あり︑関係者の苦労は大変だ
と思います︒
舞台は最初の一幕目は﹁結
城紬江戸土産﹂が三場あり︑
可愛い角兵獅子の踊りや︑恋
のやりとりがとても面白かっ
たです︒二幕目は﹁白波五人
男﹂が上映され︑いつもなが
ら五人の口上が良かったです︒
本来は昼と夜の二部制でも
ありますが︑今回は昼のみの
開催となり最後は全員で一本
締めでおわり︒来年も開催さ
れる事を願います︒

飲食中にマスクを一時保管する「マスク入れ」のペーパーを
配布しておりますのでご利用くださいませ。
会話の際はマスクの着用にご協力をお願い致します。

主に精神障がいの方が多か
ったので︑作業や移動するに
は身体障がいの方にはあまり
適さなかったと思いますが︑
作業所内で移動しやすいよう
に工夫してくれたり職員さん
が配慮してくださいました︒
ただ︑Ａ型事業所だったので
契約期限があり更新の時がき
たので更新することにしまし
た︒
次はＢ型事業所でしたが︑
仕事内容は主にパソコンが良
かったのでパソコンの出来る
所を探しました︒そして︑今
の作業所に通い始めました︒
作業内容は以前のところと
あまり変わらなかったので︑
動揺することなく作業ができ
ました︒以前いたところから
新しい場所へと引っ越し︑新
しい生活を始めました︒
新しい場所への不安はあり
ましたが︑ヘルパーさんや︑
支援員さんに手伝って頂いた
りしながら少しずつ慣れてい
きました︒
作業所では行事で旅行など
があって普段行けないような
所にも行けるので良いと思い
ます︒
まだコロナウイルスの影響
で難しいとは思いますが︑今
後は会員さん同士話せる機会
など職員さんも混じってあれ
ば良いのかなと思います︒
あまり長時間作業などでき
ていないので残念ですが︑コ

★今日も美味しいシフォンケーキパフェとコーヒー、おかわり
でルイボスティーを頂きました。大好きなピアノ曲のBG M、
あちらこちらに生花。季節が変わり、折紙の壁飾りもお雛様
から桜や花かご・パンダになり、眺めながら気持ち和みまし
た。いつも素敵な時間をありがとうございます。

前号のつづき
匿名
高校から電動車椅子になっ
てからは外出の機会が増えま
した︒少しずつ自信がつくよ
うになり︑高校を卒業してか
らもそれは続いていくのでし
た︒少し積極的になれたこと
により︑友達と出かけたり知
り合いが増えたりしていきま
した︒
卒業してからは就労移行支
援になり︑作業所に通い︑仕
事をして工賃をもらえるよう
になっていました︒
比較的若い方が多く︑その
中で同僚などもでき︑休憩時
間は話しをしたりしました︒
作業の内容は曜日や入荷ご
とに異なりましたが︑箱折
り︑袋詰め︑パソコン入力な
どをしていました︒できない
作業や︑苦手なこともありま
したが︑自分のできることを
やっていました︒そこで訓練
してピッキングの作業など普
段しないような作業も練習し
ていました︒

途絶える事にもなりかねませんので︑お
忘れなき様ご注文をお待ちしております︒

こんなご注文がありました
年度末から︑年度初めの移り変わりの
時期ということもあり︑名刺や年度末資
料などのご注文をいただきました︒
他にリーフレットやポスター︑展示パ
ネルなどのデザインのご注文もいただき
ました︒

さえずり店内では各テーブルにアクリルパーテーションの設置
・空気清浄機の設置・天井ファンの設置・常に窓と扉を開けて
換気を徹底しております。

テレワーク報告
テレワーク日記への思い
木村 泰志
新型コロナウイルスの影響
で２０２０年４月に緊急事態
宣言が発出された︒自分の生
活は一瞬にして変った︒休日
に一歩も外に出なくなり︑仕
事先のめじろ作業所も閉鎖と
なり︑完全にテレワークとな
った︒
自分がテレワークとして選
んだのは︑ノートに日記をつ
づることだった︒最初のころ
は︑いつになったらめじろに
戻れるのだろうと思ってやっ
ていた︒でも︑日数が経つに
つれ︑テレワークが生活の一
部になり一生テレワークにな
るのかなという気持ちさえあ
った︒でも︑自分はめじろに
戻って仕事したいと思った矢
先︑二度目の緊急事態宣言が
発出された︒そしてまた行け
なくなった自分は︑またノー
トに日記をつづった︒
そんな日記帳も︑二冊目に
入った︒今までやったページ
数を見て﹁すごい数書いた
な﹂と思いました︒
今まで書いたものをパソコ
ンで打っている最中なので︑
もし︑書いた物を皆さまにお
見せできたら嬉しく思います︒
３月 日︵金︶〜
花粉症が酷く薬を処方して
頂いていましたが︑いつだか
目をこすってしまい腫れてし
まったので眼帯を薬局で買っ
て貼りました︒耳にかける眼
帯が主ですが貼る眼帯という

転居ハガキの書き方
まだまだ衰えを見せないコロナ禍の
中︑皆様いかがお過ごしでしょうか︒
自粛などが続く中ですが︑引っ越し
をされた方もいるかと思います︒そこ
で今回は﹁転居のお知らせ﹂について
お伝えしたいと思います︒
書き方の注意点

★大変清潔で行き届いた喫茶店ですね。
だからお客さんが長居するのを楽しみにしてこられているの
ですね。

14

★とっても美味しくて良心的なお値段で感激しました。
BLT サンドは野菜たっぷりでコーヒーは深い味わいで
最高でした ! ごちそうさまでした。またお邪魔します♪

店内に手洗い場もあり、アルコールも設置もしておりますので、
来店時には感染症対策のご協力をよろしくお願い致します。
引き続き営業は 10 時 30 分〜 16 時までとなります。

★落ち着いた雰囲気でゆっくりコーヒー・ケーキを味わうこと
ができました。あまりにもチョコレートケーキが美味しくて
びっくりしました ! また来ます。

桜の時期も終わり、暖かい日が増えてきました。
テラスのお花も満開になり、テラス席が気持ち良い季節です !
去年は緊急事態宣言により休業したため出せなかった
桜のケーキも今年はショーケースに並びました♪
短い期間でしたがご好評頂きありがとうございました !

基本的に引越しを告げ︑新住所や電
話番号などを簡潔に記載すれば引越し
はがきの要件は終わりです︒
文章を作成するときは︑挨拶文に句
読点を入れないようにします︒句読点
を入れても失礼にはなりませんが︑長
い文章の場合だけにします︒段落の始
めに一文字下げる段落落ちも不要です︒
さらに︑差出日には﹁吉日﹂と入れま
しょう︒吉日と記載すれば︑多少出す
のが遅れても差し障りはありません︒
吉日は﹁縁起の良い日﹂と同じ意味を
持 つ の で ︑﹁ 良 き 日 に お 知 ら せ し ま し
た﹂という意味を含みます︒
大変な時期ですが︑新しい住所や電
話番号などの通知を忘れると︑あまり
連絡を取り合っていない人との音信が
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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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お客様からのメッセージ

感染症対策を強化しました
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邦子
操
すみ
哲史

正会員 賛助会員 ご寄付

賛助会員 新規・個人
仲山 英子

賛助会員 継続・個人
田代 善征
永井
新田 義彦
川島
原 良男
石塚
大槻 年己
石塚

敬称略

看相談

賛助会員 継続・団体
芝村礼子税理士事務所
リフレッシュ工房

看相談 職員会議

たが︑どこでも楽しめるイベ
ントもないので …
︒
家庭で節分を楽しんで頂け
るようにめじろ作業所からミ
ニ恵方巻とつみれスープをく
れますと聞いて︑私の胸がソ
ワソワワクワクでした︒
ミニ恵方巻は︑おやつ時間
に食べました︒つみれスープ
は︑夜ご飯に食べました︒つ
みれスープの中身は野菜たっ
ぷりでした︒美味しく頂きま
した︒ごちそう様でした
ご寄付
桂 みゆき
常性寺
野口 キミ

看相談

０４２︵４４３︶１６３２
Fax

今 期 予 定
28

◎いちご狩り
場所 めじろ作業所
月 日︵火︶・ 日︵水︶
◎理事会 ５月
◎総 会 ６月
27

看相談 職員会議

℡ ０４２︵４４３︶１６３３ １･６３４

４

節分

看相談 職員会議

１調布セントラルアパート１階
‐

看相談

あと恵方巻と汁物をお昼とし
ていました︒ところが一昨年
からの新型コロナウイルス蔓
延のため︑ことごとく中止せ
ざるをえなくなり︑恵方巻と
鰯汁だけが︑今年は配られ
各々自宅で食したのです︒
前日の夕飯も︑母と食べた
ことを思い出しながら食べた
のですが︑持ち帰った恵方巻
はまた違った意味で︑美味し
くありがたかったです︒

３
‐

7
看相談

ごちそう様でした︵つみれス
ープ︶
杉山 百恵
去年は︑２月３日節分の日
でしたが︑今年は２月２日節
分の日でした︒
コロナウイルスのせいでイ
ベントなども中止となりまし

東京都調布市国領町１

看相談

毎年︑節分は恵
方巻を食べて豆
まきのアトラク
ションが恒例でしたが︑コロ
ナの影響でアトラクションは
中止して恵方巻を持ち帰ると
いう形式になりました︒気分
だけでも節分を楽しみました︒

００２２
‐

賛助会員

募集中

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
さえずりサービス券が付きます︒
︻振込口座︼
◇郵便振替
００１６０ ７
‐ ３
‐５８９５８
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

令和３年度がスタートしまし

た。今年は花々の開花が早い

ようで、例年ならＧＷまで楽

しめる国領神社の藤の花は、

すでにお役目を果たしてしま

いました。一方でさえずりの

ウッドデッキでは花々が気持

ちよさそうに咲き誇っていま

す。めじろ作業所は季節の変

化を感じながらも、コロナ対

策を怠らず、時間短縮・分散

通所を継続して安心・安全で

元気に活動しています。今年

施設長

大澤宏章

度も宜しくお願い申し上げま

す！！！

三浦

洋子

日頃発行予定

表紙の題字

月

20

6
看相談

恵方巻を食べて 林 千佳子
元々母が普段から買い物に
行っていたコンビニで︑ある
とき初めて大々的に新発売す
るという全く聞いたことのな
い恵方巻なる物を薦められ︑
注文し購入したのがきっかけ
となり我家では習慣となって
いて︑母が亡くなった後も︑
一人で購入して食していました︒
作業所では毎年︑豆撒きの

〒１８２

次号

７

看相談

海の日

看相談
憲法記念日 みどりの日 こどもの日

5
昭和の日

いちご狩り
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看相談…看護師の健康相談

4

