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今季予定・賛助会員
・ ご寄付・施設長の
ひとりごと
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身体障がい者の社会参加と活動の場

2022.4.1 避難訓練

＠京王線布田駅前広場
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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 ２０２２年4月28日

info@mejiro-s.com
特定非営利活動法人 羽ばたく会
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節

分

２月３日︵木︶今年の節分は
コロナの影響もあり︑昨年に引
き続き恵方巻とつみれ汁の持ち
帰りと︑所内では写真撮影を行
いました︒残念ながらいつもの
ような賑やかさはありませんで
したが︑会員さんに少しでも楽
しんでもらえたらな︑と思い開
催しました︒コロナ〜外！！福
は〜内！！

節分について
林 千佳子
﹃魔﹄を滅するという理由
で︑節分には邪悪な物を避ける
為に立春前日に豆を外にまいた
そうです︒私が小さかったとき︑
通学路で翌朝豆まきの痕跡が残
っていたものです︒また︑給食
にも食する為に大豆も出ました︒
今はコロナ蔓延時期という事も
あり︑すっかり様相が変わって
しまいました︒
作業所では例年通りの恵方巻
を所内で食べる事も無理となっ
たので貰って帰り︑家で一人黙

ひな祭り
３月３日︵木︶ひなまつりを
行いました︒コロナの影響もあ
り︑所内での食事はせず︑節分
同様にお弁当を持ち帰って頂き
ました︒

ひな祭りの感想
高橋 庸介
ひな祭りのお弁当を持ち帰
り︑おいしくいただきました︒
とても彩り鮮やかなお弁当でし
た︒本来なら︑作業所でみんな
とワイワイ楽しく行事をやりた
いなと思う気持ちもあります
が︑家族で静かに自宅でちょっ
とずつ分け合いながら︑お弁当
を食べました︒

ひな祭りの感想文
Ｍ・ｓ
通所日ではなかったのでひな
祭りのお弁当を受け取りに行
き︑自宅でいただきました︒ボ
リューム感もあり︑普段食べな
いような具材も入っていたし︑
見た目も可愛い感じだったので
良かったです︒

って丸かじりして︑寂しい節分
を過ごしました︒
その節分ですが︑私が仙台に
引っ越した小学校では何故か落
花生をまいていました︒汚れ
ず︑殻を割り食べられるからか
とずっと思っていました︒
ところが今年︑雪国では雪の
中にまくため︑なくならないよ
うにという事を知り︑なるほど
と感心した次第です︒勿論︑作
業所でもらう関西から来たとい
う恵方巻も否定はしません︒心
の底でそれを楽しみにしている
私がいます︒鰯のつみれ汁を付
けて下さる心遣いが憎いです︒

節分
竹下 博幸
２月３日に節分がありました︒
コロナ感染の状況の中実施し
てくれました︒作業の帰りに恵
方巻とつみれ汁のセットをいた
だきました︒行事を考えてやっ
て下さることが非常にありがた
いです︒恵方巻もつみれ汁もお
いしく頂きました︒ありがとう
ございました︒
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４月１日︵金︶防災訓練を開
催しました︒今回は首都直下型
地震を想定し︑布田駅まで避難
を行うという訓練でした︒
久しぶりの訓練という事も
あり︑新しく入った会員や職員
も色々な課題が見えたことが収
穫でした︒所内は勿論︑ご自宅
での備えやご家族との連絡の取
り方など共有しておくことが必
要だと感じました︒いつ来るか
わからない地震に備え︑今後も
継続して防災対策に取り組んで
いきたいと考えております︒
避難訓練
木村 泰志
今回は︑作業所内から布田駅
まで避難しました︒
僕は︑めじろ４年目にして避
難訓練に初めて参加しました︒
初めて参加したので︑めじろ内
の避難訓練の手順︑やり方など
を確認できたので︑とても良か
ったと思いました︒
避難訓練の当日は︑結構寒か
ったので上着を羽織りました︒
着ると時間がかかるので︑そこ

防災訓練の感想
竹下 博幸
色々と分からない事もありま
したが︑緊急時にどう動けば良
いかが分かりました︒
こういう事を定期的にやって
頂ける事はとてもありがたいで
す︒勉強になりました︒

避難訓練

避難訓練
荒井 武司
当日はとても寒く︑布田駅に
行きましたが︑筋肉が硬くて歩
きづらかったので︑車椅子で職
員さんに押していただきました︒
これでは八雲台小学校までは無
理だと思いました︒
冬に災害がこなければ良いと
思います︒しかし阪神・淡路震
災は冬︑宮城・福島震災も３月
と寒い季節に発生してますので
とても心配です︒

避難訓練の感想
Ｍ・ｓ
最近地震が多く不安なので︑
実際にその時の行動や状況を考
えることは大切だなと思いまし
た︒
駅までヘルメットを被って行
ったのは初めてだった気がする
ので︑体験してみることは大切
だと思いました︒

配です︒頭と命を守ることが大
事だとわかり︑勉強になりまし
た︒ありがとうございました︒

と︑準備しておいた方が良い事
はまだまだあるが︑これは作業
所内だけにとどまらず︑休日や
自宅にいる時にも言える事だ︒
本当にいつ起きるか分からない
のが災害の厄介なところで︑ト
イレや入浴中などの身動きが取
れない状況が一番危険な為︑も
しもの時の心構えが大切だ︒
最後に︑今回の避難訓練は災
害時の行動について改めて考え
る良い機会になったと感じ︑個
人的にも対策していこうと思っ
た︒

避難訓練感想文
宮岡 龍太
近頃地震が多く︑最近だと日
本各地で地震による電力需給の
ひっ迫が起きたばかりだ︒そん
な中の避難訓練は︑実際の災害
時にどう行動するべきか考える
良い機会になった︒
訓練終了後に行われた意見交
換の場で︑改善点や新たに取り
入れる案が出て私も少し考えて
みた︒これは自宅でも試してい
た事ですが︑通路や手すり︑出
口の近くに蓄光シールを貼る事
だ︒計画停電が起きる前からし
ていた事だが︑夜帰宅する時な
どの日常生活でも効果的だった︒
二つ目は自宅では試していな
いですが︑めじろ作業所は日当
たりが良いので︑ソーラーパネ
ルを取り入れるのに適している
環境だと思います︒そこから︑
非常時の照明や︑普段使用して
いる電力の一端を担う事もでき
るはずなので︑検討して頂くの
も良いかと思います︒
地震以外の状況も想定する

も勉強になりました︒
僕の思いとしては︑夏でも避
難訓練をやりたいと思っていま
す︒なぜなら︑夏の避難では︑
どんな問題が出てくるのか分か
りたいです︒
日本で最近地震がたくさん起
っているので︑地震の備えとい
うものを常に頭の中に入れてお
こうとおもいます︒
防災訓練について 土岐 朋子
何年かぶりの避難訓練となっ
た︒当日は前準備の説明はなく
はじまり︑会員さんから自分の
名前が書いてあるヘルメットが
あることを教えてもらった︒こ
こにあるはずと︑場所を教えて
くれてびっくりでした︒
突然︑職員が掲げる看板を見
て︑テーブルの下に隠れた︒看
板には﹁頭を守ってください﹂
と書かれていた︒一分間待った︒
私は慌ててヘルメットを着用し
たが︑ひもが伸びて動いてしま
ってうまくできなかった︒
皆さんと一緒に布田駅前広場
で集まった︒職員からの点呼で
確認ができた︒ヘルメットのこ
と︑まだ慣れません︒本番も心
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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

さえずり店内で販売している手作

『レターセット』と
『一言メモ』ができました !

り品は、つつじヶ丘にある創造農園

新商品に

さんのカフェ『空と大地と』さんで
も販売させていただいております♪

かわいい動物のイラストが描かれた商品です♪
こちらもさえずり店内で販売中です !

手作り品は一点物が多いため、置い
てある商品はひとつひとつ違います
が、お洋服やカバン・ポーチなど
布製品を中心に、めじろオリジナル
のメモ帳なども販売しております。

SU
こちら
I スズリ）
のZ
商U
のッサ
品R
はI ネ
サイト SUZUR（
ト
トイ
での
みで
販売
た
い
描
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員
し
会
て
の
い
ろ
ま
じ
す
め
。
にて、
【
め
ろ作業所】
品の販売 SUZURI のじ
サイトで【めじろ
イラストを使った商
作業所】
と
索商！
と検索
！見！
す検
ると
品が
を始めました！
れます！

『空と大地と』さんに行かれた際は
ぜひめじろの手作り品もご覧くださ
い♪

https://suzuri.jp/Mejiro-sagyousyo

件
件

1件
0件
8件

3
1
2

件
件
件

31 件
40 件
61 件

★家にいるような感じ
美味しかったです ! 家にいるような
感じでとても落ち着けました♪
また伺います ! ごちそうさまでした !

？
…

件

件

総件数

★ほっと一息
帰り道布田で降りて少し遅めのラン
チを楽しみました。
ほっと一息ついて帰宅できます。あ
りがとうございました。

ＰＤＦ入稿って

件

10
26
21

製 本

に合わせてこれらのファイルを作るこ
とはほぼ不可能といえます︒しかし︑
ＰＤＦで保存すれば異なる環境のＰＣ
で開いてもレイアウトが
崩れることなく再現・印
刷することが可能です︒
つまり ︑ＰＤＦ は印 刷 に
特に向いているフォーマ
ットなのです︒

件

A2 〜 A0

次号ではメリットやデメリットにつ
いてお伝えしたいと思います︒

5件 2
3件 0
11件 0

B5 〜 A3
書
類

こんなご注文が
ありました

封 筒

イベント用ＤＭの作
成︑小学校会報︑リー
フレット作成︑イベン
トチラシ︑チケット作
成︑メニュー作成︑展
示用ポスター印刷など
のご注文がありました︒

４月５月は︑総会資
料などの作成が増えて
きますので︑お急ぎの
方は︑お早めのご注文
をよろしくお願いいた
します︒

10 件
10 件
19 件

ハガキ

お客様からのメッセージ
花の盛りもいつしか過ぎ︑葉桜の
季節を迎えました︒皆様いかがお過
ごしでしょうか︒
今回の印刷タイムスでは︑最近増
えているデータ入稿︵ＰＤＦ︶につ
いてお話したいと思います︒

データ入稿とは︑お客様が作られ
た︵お持ちの︶データを入稿してい
ただくことです︒入稿後︑こちらで
手を加えることなく︑すぐに印刷工
程に進めることが出来るデータが前
提条件になります︒
そこで︑入校時にＰＤＦが推奨さ
れることが多いのですが︑そもそも
ＰＤＦとは︑アドビシステムズが開
発したフォーマットで︑正式名称は
﹁ Portable Document Format
﹂︒
文字や画像などを制作者が配置した
通りに保持することができるのが大
きな特徴です︒普通どのファイルも
配置した通りになるのでは？と思わ
れる方もいるかもしれませんが︑例
えば一般的によく使われているエク
セルやワードも︑違うＰＣやタブレ
ットで開いてみたらレイアウトが崩
れてしまった︑意図しないところで
表示がずれてしまった︑という経験
があるのではないでしょうか︒これ
はマシンごとに解像度や表示設定が
異なっているためで︑すべてのＰＣ

7

1月
2月
3月

名 刺

空と大地と
社会福祉法人 新樹会「創造農園」が運営する、ココロとカラダの癒しの
カフェ
住所：〒182-0005 東京都調布市東つつじヶ丘 2-27-1
電話：03-5314-7082
営業時間：10:30 〜 15:00（ランチラストオーダー 14:00）
営業日：日曜休業

★まろやかなコーヒー
コーヒーも一緒についていたクッ
キーも美味しかったです。
コーヒーがまろやかでちょうど良い
量でした。コーヒーカップも温かみ
があるデザインで素敵です。

第 22 号
編
坪井

集
唯

★気になっていたカフェ
仕事で何度も近くを通っていたので
すが、自分の子どもも障がいがあり、
気になって今日来てみました。
コーヒーおいしかったです。これか
らもがんばってください。

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

★コーヒー美味しかったです
いつも気になっていました !
今日やっと入れました !
コーヒーを頂きましたが美味しかっ
たです。器が素敵です。
調布にもっとこのようなお店が増え
るといいですね♪
★焼き菓子セット美味しかったです
焼き菓子セットを頂きました。
しっかりとした生地にほんのり甘み
があり、美味しかったです。
コーヒーも重すぎず軽すぎず美味し
かったです。
食器類もすてきでした。
★気まぐれサンドイッチ美味しかった
初めて利用しました。
ずっと前から気になっていました。
きまぐれサンドイッチとっても美味
しかったです。
また利用したいです。お店の雰囲気
もとってもいいです。

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

職員
ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

看相談

職員
ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

看相談

職員
ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

看相談 職員会議

職員
ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

看相談

6

7

職員
ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

職員
ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

０４２︵４４３︶１６３２

Fax

海の日

募集中

職員
ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

賛助会員

看相談 職員会議

今 期 予 定

℡ ０４２︵４４３︶１６３３ １･６３４

職員
ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

◎理事会 ５月
◎総会 ６月
◎七夕 ７月７日︵木︶
◎防災訓練 ７月
縮小開催もしくは中止となるこ
※
とがあります︒

１調布セントラルアパート１階
‐

看相談

哲史
誠
良男

３
‐

職員
ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

敬称略

東京都調布市国領町１

5

憲法記念日 みどりの日 こどもの日

正会員 賛助会員 ご寄付

7

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 ‐
３５８９５８
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

００２２
‐

6

賛助会員 継続・個人
田代 喜征
石塚
石塚 すみ
若林
土岐 昭夫
原
渡辺 珠江
賛助会員 継続・団体
リフレッシュ工房

〒１８２

5

看相談

職員
ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

看相談 職員会議

職員
ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

看相談

職員
ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

看相談

はじめまして、今回ご縁をいただき４月から一緒に
お仕事させていただく横山悦子です

看相談…看護師の健康相談

次号 7 月 20 日頃発行予定

29

15

16

施設長のひとりごと

小林
隆

新年度がスタートしました。
今年は生活介護 名、就労継
続支援Ｂ型 名、職員 名の
総勢 名でわいわい楽しく働
いていく所存でございます。
新職員も２人加わりました。
未来を見据えて、一歩づつ着
実に前に進み、何事にもチャ
レンジする一年としていきま
す！
施設長 大澤 宏章

表紙の題字

60

今までも働いており調布に来て2年超たちますが、通勤往復の
みの繰り返しでまだまだ調布にも不慣れです。ここでのお仕事は、
今までの仕事とは全く違う事で一つひとつ教わり、学びながらお
仕事させていただく事となります。気配りと楽しさを心がけて早
く皆さんの一員になっていきたいと思います。
自分で思う長所は「全ての事であまり気にしない事」短所は
「物覚えの悪い事と酉年生まれだからか３歩歩いたら忘れてしま
う事が多い」です。手話についても全くの初心者でこれから猛勉
強する予定です。
早く皆さんとお話ができるようになりたいです。色々と不慣れ
な事が多く、全てにおいてバタバタしてしまうと思いますが、前
向きにがんばります。皆様ビシビシとご指導よろしくお願いいた
します。

2月から入職しました、吉田美登里です

作業所で働くのは初めてで、封入封緘や配布
など、慣れないお仕事に戸惑ってばかりですが、
先輩の職員さんに教わりながら、早く慣れるよ
うに頑張ります！また、いろんな会員さんとお
話が出来るように、手話も覚えたいと思ってい
ます。よろしくお願いします！

