身体障がい者の社会参加と活動の場

平野義幸

一昨年から続く新型コロナ感染症という難局に世界中が立ち
向っている状況であります。
調布市においても、いち早く調布駅前広場で大規模なワクチン
接種が開始され、さらに、感染拡大防止に向けて防災無線を活用
した啓発活動もなされております。
昨年後半には新規感染者数も減少に転じ、新型コロナの感染も
落ち着いたように見えました。 しかし、新年に入りオミクロン
株という新しいタイプのウィルスが出現し、状況が一転して新規
感染者が激増しております。
めじろ作業所では、安心・安全な施設運営を行うため、各自の
取り組む対策をさらに徹底する外、施設内のパーテーション活用、
こまめな換気の実行やテレワーク等の活用も図って参ります。
本年も利用者一人ひとりとのつながりを大切に職員一丸となっ
て、新しい時代を担う施設づくりにまい進して参ります。 終わ
りに、一日も早いコロナ禍の終息と皆様のご健勝を祈念申し上げ、
新年のご挨拶とさせて頂きます。

理事長

謹んで新年のご挨拶を申しあげます

特定非営利活 動 法 人 羽 ば た く 会
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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

発行元 ＮＰＯ法人羽ばたく会
発行日 ２０ ２２年 １月３ １ 日

初

詣

例年であれば新年会としてシ
アタス調布で映画鑑賞をしてい
るのですが︑コロナの影響もあ
り︑昨年に続き常性寺の初詣と
なりました︒
二〇二二年の抱負
池田 邦夫
今年も分散で常性寺に十七日
にお参りに行きました︒
お寺で瓢箪の根付けとおみく
じをしてもらいました︒
令和四年も始まり︑昨年後半
頃デルタコロナウィルスも大分
減り︑今年は大丈夫かと思いき
や︑新たにオミクロンがはじま
り︑中々コロナ禍が収まる様子
をみせません︒
でも安全衛生を徹底し︑早く
コロナ禍がおさまり︑ハッピー
まつりや︑福祉まつりが開催出
来る事を願います︒
今年の抱負は年をとる毎に︑
だいぶ足腰が弱くなりましたの
でリハビリをもっと頑張りたい
と思います︒

初詣
林 千佳子
大寒前のやや暖かい昼頃︑恒
例の常性寺さんへ初詣に行きま
した︒
車イスを押してもらい︑砂利
やコンクリートで固められた凹
凸道を飛びながら参道を通り︑
本堂まで辿り着きました︒お賽
銭箱は結構な高さの段差と距離
がありました︒
財布から小銭を出して悩んで
いると代わりに入れてきてあげ
ようかと職員の方に言われまし
た︒どうしても自分で入れたか
ったので立って歩くか投げるか
の二択となりました︒立って歩
く方が危ない気がしたので極力
近くまで寄って投げ入れました︒
そして︑手を合わせて願った
のは世の中の安泰と平穏平静で
何事もなく普通の暮らしが出来
る様にと欲張ったものでした︒
その後お守りとおみくじを買
ってもらい︑自分の気持ちをす
っかり見透かされているおみく
じの内容に驚きそのお告げに合
ったように口を慎み風に吹かれ
て静かに作業所に戻りました︒

初詣
宮岡 龍太
２回目の常性寺へのお参りは
一年を振り返る良い機会だった︒
境内に入り︑おごそかな雰囲気
を感じつつ︑一年間の感謝の気
持ちを念じた︒
今年も飛躍や発展を意識して
新しいことに挑戦していく年に
したいと考えており︑色々な初
めてが舞い込んでくることを願
った︒そのためにも読書などを
通して知識量を増やし︑考える
土台をしっかりと作った上で発
言︑行動をしていきたいです︒
昨年の話にはなりますが︑自
立したいという思いが強かった
ため︑安定した生活を願って金
運のお守りをいただきました︒
３月からの初めての一人暮ら
しも︑その御利益あってか環境
の変化に戸惑いつつも快適な生
活が過ごせている︒ご利益もそ
うだが︑やはり周りの方々の支
えがあってのことと思い︑自分
なりに恩返しができるようにし
ていきたいと考えています︒
そのため︑今年も金運のお守
りを選び︑お世話になった人に
もお守りの御利益が舞い込むこ
とを願っています︒

常性寺 初詣
髙野 英昭
一月十四日︵金曜日︶にめじ
ろ作業所の向かいにある常性寺
に林さん︑白田さん︑利世さん
の四人で参拝に行きました︒
境内に入るとお経が流れてい
て︑シーンとした厳かな雰囲気
の空気につつまれていた︒
そして皆で参拝記念の写真を
撮りました︒お賽銭を上げて願
いごとを唱えました︒そして︑
﹁遅咲守﹂の御守りと﹁おみく
じ﹂を買っていただいた︒
おみくじでは﹁大吉﹂だった
ので︑今年は遅咲きだが健康で
幸福なやりがいのある一年にし
たい︒

初詣の感想
竹下 博幸
令和四年一月十七日︵月︶に
初詣に行きました︒職員さんと
三人で常性寺に行きました︒
常性寺で３〜４歳位のお子様
も参拝に来ていました︒みんな
可愛くて私に礼儀正しく挨拶し
てくれました︒参拝も気持ち良
くできました︒
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感謝、出来なかった事に挑戦する 林 千佳子
目標がふたつッ
健康第一！ 前田 功
生きてるだけで丸儲け！
明るく、楽しく 小林 隆
もう出来てますけど
目標は無し！ 佐藤 信輔
素晴らしい目標ですねっ！
元気にがんばります 太田 福代
元気が一番！
おいしいモノを食べる！ ＫＭ
皆には内緒ですが、去年と一緒ですよ！
今年もヨロシク！ 垣内 弘
こちらこそ！
自分らしく それぞれです 伊地山 悠子
私も自分を見失わないよう精進します！
ガンバッテめじろに通う 内田 久美子
ふつうに通えるようになるといいですね
今年もガンバッテ生きる！ 安日 泉
がんばれーっ！
やれば出来る 荒井 武司
やりますっ！
現状維持 ＫＴ
逆に難しい部分があるよね、素晴らしいです！
身体に気をつける 池田 邦夫
私も気を付けます！
健康 西田 啓治
最高！（二年連続）
パーキンソン病をもっと知って欲しい 伊藤 雅春
志の高い抱負なので、昨年のを流用ました！
一年間頑張るぞー ＴＵ
おーーーッ！
明るく、楽しんで 佐藤 喜明
人生に必須の要素ですね！
手作り品の縫物がんばります 藤田 秀子
たくさん作ってください！
楽しく過ごす 藤田 弘熙
私もまぜて！
健康に、パッチワーク仲間と楽しく！ 伊藤 和代
パッチパッチパッチ！
今年こそマスク無しで日々を過ごせるように
したいものです 西田 千代子
抱負でなくて願いですね
健康に 青木 里衣
言葉足らず！
健康と笑顔を出して頑張っていこう！！ 寺﨑 璃珠子
笑顔出していこうぜ ！
―
一日を大切に！！ ＹＭ
一分、一秒も無駄にできないですね！
仕事が見つかるように 湯舟 美帆
一緒に探しましょう！
身近な人達と気分よくいきたい 竹下 博幸
すべての人と気分よく行けたらハッピー笑
楽しく、明るく！！ ツッキー
のってけのってけ！
健康に気をつけ何事にもトライしたい 高野 英昭
トライですね！
今年は休まずに通所したい 匿名
鉄人衣笠！
‼

!?

トラブルのない年にする 匿名
いつもあんまりないよね
身の丈以上を目指さない 匿名
まずは己を知るところからですね
コロナ禍で２年経ちましたが諦めません 匿名
何を、ですか
今年よいです 匿名
何が、ですか
イラストをがんばる 河西 守人
画伯！巨匠！アーティスト！
元気に過ごす Ｓ
元気に過ごすことは最高です
心を丸く穏やかに 高橋 庸介
こころの「かど」をやさしさのやすりで削っていこう
体力をつけたいと思います 藤井 英人
これ以上体力つけて大丈夫ですか
喜びを与える人になる 石塚 哲史
たっぷりいただいちゃいます！
元気にすごす 原嶋 隆成
十分元気だと思うけど、持続することが重要だね
明るくすごす 原田 俊也
私もそうします！
今年一年家族と幸せにすごす 匿名
絶対にすごせます。この気持ちが大切です。
楽しい一年であるよう努力します 羽鳥 香之
おー！
今年も一生懸命に生きる 匿名
私も一生懸命に生きます！
健康第一 寺岡 一幸
第一！
健康にコツコツと 上田 秀一
小さなことからコツコツと！
自分の力を信じよう 桂 みゆき
信じる者は救われます！
志を高く持つ 大澤 宏章
ガンバレー
楽 坪井 唯
ちょっと何言ってんだかよくわかんないですけど！
自然体で 坪井 睦子
すでにできていると思われます
一日を大切に 藤岡 章子
私もそうします！
日々笑顔で元気に過ごす 折目 照美
日々是笑顔！
心身共に健康に過ごす 橋本 佳美
日々是健康！
今年もたくさん笑う！ 猪飼 ともみ
私もたくさん笑う！
自分らしく生きる 白田 かおり
安心してください！できていますよ！
小さなことからコツコツと 匿名
コツコツつながり、でちゃった！
穏やかな一年に 匿名
めじろにいれば穏やかに過ごせます
心に余裕を 匿名
余裕しかない！
何かあってもどんぶらこ、と乗り切る 川波 紀子
海に行きたいですねえ
丁寧に積み重ねていく！ 宮岡 利世
重ねまくりましょう！
!?

!?
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今年の抱負 2022

施設長

お近くにおいでの節は、どうぞお立寄りください

〒182-0022 東京都調布市国領町1-3-1
TEL 042-443-1633

〒000-0000 東京都調布市国領町0-0-0
TEL 000-000-0000
目白 太郎・花子

〒182-0022 東京都調布市国領1-3-1
℡ 042-443-1633

目白太郎・花子

転居はがき 1枚25円から （別途、版下代・はがき代がかかります）
名 刺

ハガキ

封 筒

10 月 15 件
5件 0
11 月 20 件 32 件 0
12 月 15 件 117 件 3

件
件
件

B5 〜 A3
書
類

24
26
16

件
件
件

A2 〜 A0

2件
0件
0件

製 本

3
1
0

件
件
件

総件数

49 件
79 件
151件

かと忙しくなるため︑引越しが正式に
決まった後に︑予めはがきを準備して
おくと良いでしょう︒
送り先のご多幸を願いつつ︑素敵な
引越しはがきを送ってみてはいかがで
しょうか︒

〇〇な日が続いていますがお変わりございませ
んか
お知らせが遅くなりましたが●月に下記住所に
転居いたしました
お近くにお越しの際はぜひお気軽にお立ち寄り
ください

ひっこしました

こんなご注文がありました

どうぞ今後ともよろしくお願いいたします

今年の年賀状のご注文数は百三十九
件︑一万千四百十九枚となりました︒
去年より若干︑件数・枚数ともに増え
ました が ︑ほぼ例 年通りとな りま し た︒

お手数ながらお手持ちの住所録をご変更いた
だければ幸いです

今回は管理人代行サービスさん委託の清掃
作業の特集です。３か所の現場、週２～３
回の清掃作業を行っています。暑い日も寒
い日も清掃のお仕事は欠かせません！

河西：清掃 OK ！頑張ってます。
三浦：作業中の景色も良く、気持ちよく働いています。
卯月：いつも丁寧な作業を心掛けています。
匿名：高い工賃なので清掃をがんばっています。
藤井：どこの 作業場所でも 、住人の方か ら「ありがと う」「ご苦労様」 など
感謝の言葉を掛けて頂きます。そのお声掛けがあることで、やりがいや
張り合いを持って働けています。
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引越し葉書を出そう

新年あけましておめでとうござい
ます︒年明け早々にオミクロン株が
猛威をふるい︑まだまだ安心できな
い日々が続きますが皆様いかがお過
ごしでしょうか︒
四月に向けて引っ越しをされる方
も多いかと思いますので︑今回は引
越し葉書についてお伝えしたいと思
います︒
■引越しはがきとは︑引越しした事
実や新しい住所︑近況について︑送
り先に報告する役割を果たしてくれ
るものです︒しかしＳＮＳやメール
を利用する人たちが増えているので︑
引越しはがきを出す人が減っている
傾向にあると言われています︒
そのような状況下で︑手間を厭わ
ずに気持ちを込めて書いた引越しは
がきを送れば︑受け取った相手もき
っと喜んでくれることでしょう︒ま
た︑引越しはがきは普段会う機会が
少ない人や︑目上の人に送るのも良
いものです︒メールやＳＮＳで︑あ
まりやり取りをしない相手の場合は︑
連絡を取るきっかけにもなります︒
もしも︑誰に出せば良いかわから
ない時は︑年賀状を出している相手
に送れば間違いありません︒
引越しはがきを出す時期は︑一般
的に引越しが済んでから１〜２ヵ月
の間です︒ただし︑引越し直後は何
このたび下記へ転居いたしました

vol.2６

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
しています

本年も宜しくお願い致します。
去年のクリスマスには 1 週間限定で３種類
のクリスマスケーキセットをご用意しました。
今回はで、ケーキをご注文いただいた方には
クッキーをプレゼントしました。
お客様から「クリスマス限定のケーキセッ
トを食べに来ました !」とお声がけを頂くこ
とも多く、うれしかったです。たくさんの方
にご利用頂きありがとうございました !
年末・年始と恒例のお餅つき大会や新年会も
開催できなかったため、めじろ会員さんには
手作りの寅クッキーをプレゼントしました !
皆さんの笑顔が見れてよかったです♪

第 21 号
編
坪井

集
唯

お客様からのメッセージ
☆きまぐれサンドが食べてみたい！
いちごのロールケーキのスポンジが
柔らかくておいしかったです。いつも
きまぐれサンドが売切れのタイミング
なので食べてみたいです。ごちそうさ
までした !

☆スタッフも店内も明るいです
いつも通り店内が明るく清掃が行き
届いていて、スタッフの対応も明るく
クリスマスが近いので大きなツリーが
きれいに飾られていて、店内に流れて
いるクリスマスの音楽もよかったです。

☆いつもおいしいです
コーヒーカップとソーサーが落ち着
いた茶色のグラデーションの和食器で
素敵です。
パティシエの方が作る本格的なケー
キも程よい甘さでデコレーションも工
夫されていて美味しかったです。
コーヒーもいつも美味しいです。ごち
そうさまでした。

☆手話の勉強にも最適です
手話を勉強中です。実際にお店で手
話を使うことができ大変勉強になりま
した。もっと練習を重ねてスムーズに
お話できるようになりたいと意欲も出
ました。また伺います。

☆素敵なスタッフ
働いていらっしゃる障がい者の方も
テキパキとお仕事をされていて、私と
目が合うとニッコリされて本当に素敵
だと思いました。

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

☆体の芯まで温まるコーヒー
とっても美味しいコーヒーでした。
カップも温めて準備されているのが体
の芯まで温かくなります。ケーキも真
心が入っている感じで美味しかったで
す。おもてなしありがとうございまし
た ! ほっと一息つけました。

Open 10:30 Close 17:00（last order 16:45）
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４月１日︵金︶

３月３日︵木︶

２月３日︵木︶

今 期 予 定
◎節分
◎雛祭り
◎お花見
新型コロナウイルスの状況に応
※
じて︑縮小開催もしくは中止と

大澤

大澤

新田

喜一

有里

邦雄

義彦

樋下田治子

前田

大澤

高徳
直美

文子

昌毅

ざいました︒

いただきました︒ありがとうご

の﹂さまより︑毛糸のご寄付を

〇ボランティアグループ﹁あみも

みゆき

継続・団体

浅野
賛助会員
リンＭＣグループ
ご寄付
桂

０４２︵４４３︶１６３２

看相談…看護師の健康相談

賛助会員

募集中

表紙の題字

小林

隆

新年号ということで今年も宜
しくお願い申し上げます。新
年号の目玉は恒例の抱負です。
昨年までは新しいものに挑戦
する様な内容が多くありまし
たが、今年は現状とうまく付
き合う様な内容が目立ち、コ
ロナ３年目の影響なのかと思
っています。そういう空気感
を考慮しながら、今年もみん
なで楽しく真剣に活動してい
く所存です。施設長大澤宏章

施設長のひとりごと

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
７ ‐
３５８９５８
００１６０ ‐
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
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昭子

看相談

吉田

職員
ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

なることがあります︒

看相談

ボランティアグループ

職員
ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

﹁あみもの﹂

看相談 職員会議

正会員 賛助会員 ご寄付

敬称略

職員
ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ
℡ ０４２︵４４３︶１６３３ １･６３４

職員会議 看相談

継続・個人

看相談

賛助会員

職員
ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ
３
‐

4
職員
ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

美津

看相談

加藤

職員
ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

１調布セントラルアパート１階
‐

看相談

東京都調布市国領町１

天皇誕生日

有未

００２２
‐

看相談

昭和の日

看相談

成人の日

職員
ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

Fax

2
職員
ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

和田

〒１８２

看相談
職員
ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ
春分の日

職員
ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

3
看相談

建国記念の日

職員
ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

職員会議 看相談

4
3
2

