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日︵金︶に火災の訓

防災訓練︵火災編︶
今回は８月

意が必要なものだ︒
自宅がコンロではなく

ヒーター

防災訓練の感想

竹下

防災訓練に参加しました︒

博幸

健常者の人達と比べて私たち障害

月４日に地震の訓練を実施し

であるため日頃からの火災への意識

練︑

と思います︒
高橋

庸介

ありがたいです︒参加して良かった

定期的に実施していただけることが

者は︑注意できることが難しいので

弘次郎

が低いと感じ︑意識レベルを上げて

浅野

金曜日の午前中︑防災訓練があっ

感想

ました︒火災の訓練は調布消防署よ
ました︒地震の訓練では布田駅前広
場までの避難訓練でした︒それぞれ
課題が明確になった良い訓練となり
防災訓練
安全に迅速に逃げられる様に普段

た︒さえずりから火が出たという設
定で作業所の駐車スペースに避難を
は気付きづらい段差や︑避難するに

ました︒
して︑点呼を取ってもらいました︒
あたって︑見落としがちな点に注意

龍太
その後︑消火器の取り扱い方につ

宮岡

避難訓練と聞いて地震災害が最初
しながら避難しました︒作業所内か
実際に消火器を使った訓練も行いました︒

いて︑説明を受けた︒黄色い栓を取
本来はホースから消火剤を出して
実際に火事が起こった時︑素早く

に思い浮かぶのは現代人だからなの
当日は少し風があり涼しい天気だ
消すのだが︑中にはパニックを起こ
逃げられる様に︑日ごろから心がけ

らみんなが避難した後︑点呼をして

ったが︑本当の火災が起きた場合は
して消火器ごと火の中に放り込む人
て︑自分が暮らす近所の避難場所の

って︑レバーを引くのだ︒

暑︵熱︶いでは済まないだろう︒
がいたようだ︒消火をしたい人が名
確認をしたいと思いました︒

かも知れない︒

避難訓練の前日にグループホーム
乗り出て︑消火する様子を見学した︒

防災訓練

羽鳥

香之

防災訓練
︵地震編︶

の方でも外に設置されている消火器
火作業を行った︒

訓練では消火剤ではなく︑水で消

の時期はこういった行事が多いなと
感じ少し調べてみた︒
作業所内で火災が発生下の状況で︑
今回避難経路の途中に︑家や壁な

指示の下に布田駅まで避難しました︒

二階で作業していたので︑職員の

職員の呼びかけで今回は︑さえずり
どあるので︑傍に寄らないよう注意

邦夫

が︑夏場はエアコンや扇風機などの
の前の駐車場に集合して︑点呼の後
しながら向かいました︒

災害防止訓練について

コンセント部分に埃が溜まり電極間
で︑消火器で壁の前にある︑くるく
いつ起きるか分からない災害時に

冬場は乾燥により静電気が起こり

で引火する︑蚊取り線香が衣類︑紙
る回る標的に︑消火器から出る消火
冷静に対応できるように日々の訓練

可燃物に引火するパターンが多い

類に引火する等のパターンが多いよ
剤 で な く ︑ 水 を 当 て る 訓 練 となり

になります︒

に参加したいと思います︒

うで︑後はタバコの不始末が原因の

隆成

ました︒

原嶋

地震に限らずどんなことが起きて

防災訓練に参加して
今回布田駅までの避難も含めた少

も臨機応変に対応できるようになっ

博幸

今までとは違って逃げる人の順番
し実技的なものでした︒日頃から災

竹下

が決まっていてスムーズだと感じま

ていきたいと思います︒
英人

害への意識を高くもっておくことを

藤井

低くしてじっとしたあと︑外へでて

今回は︑ヘルメットをかぶり腰を

防災訓練

した︒防災訓練を定期的に行なって

英昭

再確認した貴重な訓練でした︒

めて認識できるいい機会だと思いました︒
髙野

午後一時半ごろ首都圏直下型地震
が起こり︑めじろ作業所も強い揺れ

真剣にやってはいるんですが︑ど

龍太

翌日から雨の予報だったので︑丁
がおそい︑まずは安全の為︑机の下

うしても気楽な気持ちになってしま

宮岡

度いい天気の日に防災訓練は行われ
にもぐり揺れがおさまるのを待った︒

防災訓練を行って

います︒

駅前まで行きました︒

た︒しかし︑雨天の場合は避難行動
かぶり︑布田駅の広場まで皆で避難
しました︒広場に着くと安全確認の

千佳子

それから備え付けのヘルメットを

てはならないと感じた︒
今回の防災訓練で思ったことは二

皆の無事の確認がされると︑そこ

まで危なくない場所で頭を隠し待機︒

ました︒地震があり︑揺れが収まる

秋晴れの暑い日︑防災訓練があり

ようにお昼時なら良いが︑夕方以降

で防災訓練が終了となった︒短い時

実際に

点呼が行なわれた︒

の自宅などで地震が起こった場合は

間であったが有意義な防災訓練がで

年前の東日本大震災を作業

停電も予想されるので︑懐中電灯や
きた︒

所で体験しているので︑あの時のど

笛が付いていたことだ︒万が一自分

タリーまで逃げました︒僕は二回目

防災訓練は所内から布田駅のロー

Ｋ Ｔ.

向かいます︒ヘルメットの重い事に

い︑点呼後に布田駅前広場へ歩行で

あご紐を丁度良い長さに締めてもら

ヘルメットを渡してもらい職員に

きどき感は今も忘れられません︒

で身動きが取れない場合は︑音の出

の参加でしたが︑落ち着いて避難す

くのがいいかもしれない︒

るアイテムがあれば救助隊などに居

対策を立てて意識を高めておく必要

震火災などの二次災害にも目を向け︑

注目しがちだが︑それ以外の事や地

以上から︑瓦礫の落下対策などに

ういう避難にどれくらいかかるか気

クリアしました︒雨の日だったらど

て安全に目的地に着くことで︑目標

電動車いすのスピードを一番遅くし

僕が避難する時にやったことは︑

離れない行動が必要と思いました︒

あります︒職員の指示が頼りになり

歩道も凸凹になり通れない可能性も

ガラスが飛び散り︑電柱が折れて︑

向かう途中︑もし実際の地震なら

驚きました︒
ることができました︒

があると感じた︒

二つ目︑ヘルメットの外側側面に

10

場所を知らせることができる︒

避難訓練

廊下などに蓄光シール等を貼ってお

つ︒一つ目︑作業所の勤務時間内の

林

がもう少し遅れることも考慮しなく

防災訓練

防災訓練の感想文

くれることは︑今の自分の状態を改

防災訓練の感想

場合が一番多いらしいがこれは年中注

池田

や火災報知器の点検が行われた︒こ

避難訓練感想文

防災訓練

いこうと思った︒

IH

り消火器をお借りして︑実際に使い
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絵手紙教室について

林

千佳子

コロナ禍となって中断していた絵

手話教室講師

小泉

光

す︒皆様お元気でお過ごしください
ませ︒

手紙教室が三年振りに復活しました︒

再開

感染症の流行から２年以上実施で
私は元来︑絵を描くことは好きなの
久しぶりに小泉先生の手話教室に

教養講座
きていなかった教養講座を今年度か
で︑今回はサインペンでの縁どりと
参加させて頂きました︒先生のテン

香之

ら少しずつ再開していくことになり
なりました︒個人的には墨を使って
ポ良い指導で手話を忘れていそうな

羽鳥

ました︒講師や通所会員の喜びの声
失敗しても描きたかったです︒
気がしない感覚が不思議であったと

手話教室

をお伝えいたします︒
季節の紫陽花を皆で囲んで同じも
思います︒
この作業所において手話は必至ア

のを描きましたが︑個性的で見え方
ってみんな違うと思わせる作品にな
イテムなのでまた機会があれば覚え

絵手紙教室
っていました︒久々でいつもより気

絵手紙教室活動記録報告

啓治

ていきたいと思いました︒
西田

ひさびさに︑楽しく手話教室をや

手話教室について

合を入れて描いた為か薄い色付けの

英昭

人数制限や時間短縮︑感染対策を

髙野

淡い紫陽花の出来となりました︒
絵手紙教室の感想文

継続しながら︑コロナで休止になっ
ていた教室活動を再開しました︒待
ち遠しかった皆さんの笑顔に出会え
人間が表す態度やしぐさに︑なる

りました︒

かれて絵手紙教室が行なわれた︒私
程こうやればいいんだ︒と感心しか

日︵月︶に午前と午後に分

山梨県身延町和紙の里で西嶋和紙絵
は午後で︑当日はいろいろな描くも
り︒︵コロナで︑３年くらい開催し

７月

手紙展が開催されるため︑６月７月
のがあり︑ダルマや紫陽花などがあ

て一安心しました︒そして︑今年も

の２ヶ月のみと限られた時間でした
てくれないから︑忘れてしまった︶
こう表現したらいいんだ！簡単だけ

いままで︑口で喋っていたことが︑

り︑アジサイを描くことにした︒

手話教室

が︑メンバーさんがかき上げた絵手
紙を応募させていただきました︒こ
の応募絵手紙の全てが︑すばらしい
れど︑難しい︒自分の進歩にもなる
し︑覚えれば片言ながら︑意思疎通

作品集に掲載されます︒どうぞお楽
拝啓
ができるようになれば︑うれしい！

皆様お元気で日々お過ごしで

しょうか︒久しぶりの手話教室開催︑

しみに！
今年度の活動は２ヶ月で終了とな
ぜひ︑継続をお願い致します︒

日︵水︶に３

年ぶり？ひさびさに手話教室が行な

９月 日︵水︶と

英昭

とても緊張しながらも皆様と学習さ

も友人と離れた為でなく︑私が持病

髙野

ります︒又︑絵手紙がかける日ま

﹁久々にこの感じが戻ってきたな﹂
が悪化して入院生活に入った頃︒中
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手話教室の感想文

せていただきましてとても嬉しく感
手話教室の開催に際して︑またお

で︑三密回避を心掛け︑手洗い︑マ
典子

じております︒

平野

スクを忘れずに生活しましょう︒
絵手紙教室講師

ュニケーションを色々な場面で活用

会いできる日を楽しみにしておりま

われた︒小泉先生もお元気そうで︑い

千佳子

できるといいなと思いました︒
林

私は︑個人的に聴覚に障害を持っ

手話教室について

つもの用紙に手話の基本的な用語が
書かれた問題として出され︑参加し
た皆で答えた︒短い時間であったが
久々に手話教室が過ごせた︒
た友人を持った為に手話の勉強を約

これが第一の感想でした︒和気あ
級に入ったばかりで難しくなる一歩

二年半程しました︒そのやめた理由

いあいムードでリラックスしながら
手前の楽しく？なっていた時でした︒

隆成

覚えられるという所が良い所でして︑
その後は色々な所で個人的に勉強

原嶋

久々に受けられて本当によかったで

を進めていました︒手話の勉強は︑

手話教室に参加して

す︒これからも続けて欲しいと思い

頭の回転記憶力が良くなります︒教
座と手話ニュースを見て勉強してい

育放送の手話ニュースの音を消し講

ました︒
庸介

たものです︒何度も繰り返され大体

高橋

いつ以来だろう？随分なつかしい

の内容は分かっているので︑かなり

久しぶりの手話教室
なと思いながら時間を過ごしていま

勉強になりました︒
繰り返しが大切なのも事実ですし︑

した︒結構忘れてしまっている手話
も多くて︑基本を見直しながら改め

うにしようと思い忘れかけた手話を

前に習った事はなるべく忘れないよ

先生の愉快なおしゃべりと共に時

思い出したいと思います︒また︑そ

て覚え直せたと思います︒
間は以前より短かったですが︑楽し

︒
…

してほんの少しの挨拶でも実際に使
えたらどんなに良い事でしょう

い時間を過ごせました︒
コロナ禍という事もあり︑色々な
制限がある中での教室でしたが︑ま
た︑手話教室がたまにあったらいい
なと思いました︒
普段のめじろ作業所の活動の中で
も︑積極的に手話を活用して︑コミ

パラアート
毎年恒例となりましたパラアート
展に今年も参加しました︒今年は大
判の用紙に﹁祭り﹂をイメージした
塗り絵や折紙を貼り付け︑大きな作
日︵水︶から

品を製作しました︒その作品はアー
ト展開催期間︵８月

日︵水︶︶たづくり北ギャラリー
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宮岡

龍太

で展示され︑販売の担当もしました︒
パラアート展の感想文

参加すると決まって楽しみにして
いた︒作品を鑑賞できるというのも
そうだが︑一番は物販のスタッフと
して参加できるということだ︒自分
が今も力を入れている活動に関係が
あるためで︑当日実際に参加してみ
て参考になることはいくつかあっ
た︒主に２つ︒
一つ目は配置︒販売していた商品
の陳列の仕方から学んだことは︑色
の濃い物やサイズの大きいものは左
側に配置した方が見栄えが良くなる
ということだ︒また︑パラアート展
の展示物も展示の仕方でこの傾向が
みられた︒
二つ目は購入された商品の系統︒
購入者の大半が女性で︑肉球の商品
を購入されていった︒めじろ作業所

4
5

31

25

サミは︑片手しか使えないので︑工

を手でちぎり︑色付けしました︒ハ
事が出来たらもっと嬉しかったので

展覧会で飾られた光景を実際に見る

自己満足でも嬉しかったです︒その

庸介

パラアート展の販売担当をしまし
夫しながらちぎり︑上手に提灯の絵
す︒展覧会場が近くても二階で︑エ

高橋

ッキーやキーカバーは売れていたた
た︒平日という事もあり︑そこまで
の中に糊で貼りつけましたが︑思っ
レベーターが二︑三基のみとの事で

パラアート展の感想

め可愛い動物系は売れ筋商品だと思
お客さんの人数も多くはありません
たようにはいかず︑筋肉痛を起こし
断念しました︒せめて障碍者関係の

が担当する時間帯でも︑肉球型のク

う︒
でした︒物品の販売︑袋入れなどを
ながら独りで三日間掛けて仕上げた

最後に︑今の自分にとって参考に
手伝いました︒

なるいい体験だったため︑今後にし
欲しいと思いました︒

展示にはそのくらいの気配りをして

それぞれの作品がとても個性的で

千佳子

思った以上に綺麗に出来た時は︑

時はホッとしました︒

っかり生かしていきたいと思う︒
販売しても︑楽しかったです︒時間
にゆとりがあったので︑途中で色々
な作品を見学することもできました︒

昭彦

午後からの担当でした︒午後１時
それぞれの作業所で︑工夫を凝ら

月岡

からの当番でしたが︑早めに行って
していて華やかな作品が多かったと

２０２２パラアート

展示品を見ていましたが︑めじろ作
思います︒何枚かスマホで写真を撮

と思います︒
パラアート展について

林

ば︑販売の手伝いなどできたらいい

また︑パラアート展の機会があれ

り︑記念に残しました︒

業所の展示品が良かったです︒
河西さんの絵が魅力的でした︒ス
マホで写真を数枚︑撮りました︒
その後︑販売員として職務に就き
会計係をしましたが︑忙しい時と暇
な時があって︑暇な時は橋本さんと
話をしていました︒
今年のパラアート展は︑めじろの

っていました︒

を作るという何時もの形とは少し違

あっ︑お菓子を買ったのをめじろ

英昭

メンバーが実際に集まって一つの物

髙野

の皆で食べました︒美味しかったです︒
パラアート感想文
同じ場所で一緒に作るという事は
変わりなかったのですが︑同じ印刷

日︵金︶の午後にたづくり

会館２階でパラアート展示会の販売
物の中から自分の好きな物を選ん

８月
に参加した︒調布市内の各事業所の
で︑作品に仕上げました︒
私たちの作業所が印刷物を提供し

失敗しないＰＤＦの作り方
美しく風に舞う木の葉に秋の深まり
を感じるこの頃ですが︑お変わりなく
お過ごしでしょうか︒
今 回 の 印 刷 タ イ ム ス で は ︑﹁ 失 敗 し
ない入稿用ＰＤＦの作り方﹂について
お話したいと思います︒

が既定のプログラ
Acrobat Reader
ム に 設 定 さ れ て い る と き は ︑ Adobe
のアイコンになり
Acrobat Reader
ます︒
ＰＤＦは紙のような見た目でデータ
化できる︑文書形式のひとつです︒多
くのコンピューター等で同じように見
られる便利な形式ですので︑データ入
稿の際に︑ぜひご活用下さい︒

こんなご注文が
ありました

6
件
件
件

今回はデータ入稿として頻度の高い
ワードを使用したＰＤＦの作成方法を
お伝えします︒
◆ＰＤＦファイルに変換したいワード
のファイルを開きます︒

◆﹁フ ァイ ル ﹂タ ブをク リッ クし ます ︒
オリジナルメモ帳デ
ザイン︑銭湯用のポイ
◆ 左側 にあ る メニ ュー から︑﹁エ クス
ントカードデザイン︑
ポ ート ﹂を ク リッ クし ます︒﹁ PDF/ 会報誌作成︑イベント
ド キュ メント の作 成﹂↓﹁ PDF/ チラシデザイン︑記念
XPS
の 作成 ﹂の順 にク リッ ク し ま す︒ 冊子作成︑ラミネート
XPS
カード作成︑イベント
◆﹁ファイルの種類﹂が﹁ＰＤＦ﹂にな ＤＭデザイン︑寿司店
っ て い る こ と を 確 認 し ま す ︒ 任 意 の メニューデザインなど
保 存場 所を クリッ クし ︑ ファ イル 名を のご注文がありました︒
入力します︒
月に入ると︑年末
の慌ただしい季節とな
◆﹁発 行﹂ を クリ ック し ます ︒
ります︒
今年も年賀状のご注
文を承っておりますの
で︑よろしくお願いい
たします︒
Adobe

件
件
件

手づくり品などが展示されており︑

お客様からのメッセージ

めじろ作業所で作ったアートちょう

★リラックスしてすごせる
ケーキが美味しかったです。雰囲気もとっても良いです。

集
唯
件

★大ファンに
今日は久しぶりに来ました。前回きまぐれサンドイッチ
を食べて大ファンになりました。
ホットサンドも美味しそうでした。またお邪魔します。

★今日も笑顔
今日も笑顔あふれるスタッフの皆様に迎えられ、季節の
折り紙やかわいいお花、居心地のよい音楽。そしてほっ
とするコーヒーと大きないちじくのロールケーキが美味
しく、とっても幸せな時間でした。ありがとうございま
した。

編
坪井
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件

★つい長居してしまいます
今日はきまぐれサンドがあってラッキーでした♪
ケーキも美味しくいただきました。とっても居心地が良
いので、つい長居してしまいます。ごちそうさまでした !

ていることからです︒私は︑お祭り

★大満足です
久しぶりにうかがいました。店内、テラスもお客様でいっ
ぱいで嬉しくなりました。美味しそうなケーキが目白押
しでいつもどれにしようか迷います♪大満足です ! ごち
そうさまでした。

第 23 号

総件数

製 本

7月
8月
9月

◆ワードのファイルがＰＤＦファイル
に変換されました︒

ＰＤＦ閲覧ソフトとして︑
※

11

★優しい雰囲気
いつもバスの中から見ていて気になっていたので来る
ことができてうれしいです。優しい雰囲気が良かった
です♪ケーキも美味しかったです !

ちんなどが飾られていた︒

ご寄付などの布やリボンを使ってかわいい飾りを作りました !
さえずりの商品を気に入ってくださり、ご友人やご家族へとプレゼントで購入して
くださるお客様がたくさんいらっしゃいます。
袋に飾りをつけて可愛くラッピングいたしますので、お気軽にさえずりスタッフま
でお声かけください♪

のテイストから祭り提灯を選び紙 類

さえずりで購入された商品にプレゼント用飾りをお付けいたします♪

有意義に過ごせた︒

編集担当：猪飼ともみ

A2 〜 A0

B5 〜 A3
書
類

封 筒

ハガキ

名 刺

7
8
3

件

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

26

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

vol.29

初めまして︑
權藤正勝と申します

なりました︒めじろ作業所では︑言語

新 会 員 紹 介
初めまして
逸見凌生︵へんみりお︶
と申します
のリハビリのためにパソコン入力に取

を書くことに困難さがある言語障害と

私は脳梗塞で倒れた後︑会話や文章

大学生の頃︑音楽大学に通っていて
その後︑介護職で働き始めました︒
日々励んでいます︒どうぞよろしくお

将来的には仕事に復帰したいと考え︑

り組んでいます︒

自宅から職場に向かっている時に交通
願いします︒

音楽療法を学んでいました︒

事故にあい高次脳機能障害になってし

◎冬休み
◎仕事始め

月

調布

日︵木︶〜１月３日︵火︶

１月４日︵水︶

日︵土︶

◎三市合同販売会ほっとハート
１月

新規・個人

正会員 賛助会員 ご寄付
賛助会員

高橋貞夫

杉山百恵

折目由紀彦

仁田典子

継続・個人

河内信郷
賛助会員
藤岡泰明
前田貞雄

敬称略

茂木英子

和田有未
三澤光子

河内美江子
ご寄付
大塚禮子

高橋貞夫

看相談…看護師の健康相談

まいました︒

月４日︵日︶
日︵金︶

緑酒会

紙面の都合上﹁施設長のひとりごと﹂は休載致します︒
※

次号 1 月 20 日頃発行予定

今 期 予 定
◎福祉まつり
月

看相談

その後４つの病院で入院を重ねまし
た︒今はほんの少し不自由はあります
◎クリスマス会

日︵木︶
日︵金︶

０４２︵４４３︶１６３２

看相談

月

月

職員
ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

◎仕事納め

看相談 職員会議

℡ ０４２︵４４３︶１６３３ １･６３４

職員
ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

ｸﾘｽﾏｽ会
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

23

看相談

in
職員
職員会議 ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

ほっと
ハート

看相談

12
12
職員
ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

28

1
看相談

が︑めじろ作業所の活動に全力で取り

看相談 職員会議
３
‐

職員
ﾊﾟｯﾁﾜｰｸ
ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 教室

東京都調布市国領町１

大掃除
職員
ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 仕事納め

◎大掃除

００２２
‐

看相談

27

28

掛かっています︒

〒１８２

職員
ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

29
職員
成人の日 ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

ﾌﾗﾀﾞﾝｽ
教室
文化の日

12
Fax

12
看相談

職員
ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

ﾌﾗﾀﾞﾝｽ
教室
看相談
職員 勤労感謝
看相談
ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ の日

11
職員
ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

12
12

福祉
まつり

1
12
11

泰志

赤い羽根共同募金様
より通用口の手すり
設置のご寄付をいた
だきました︒

感謝状

木村

赤い羽根共同募金のみなさん

このたびは︑めじろ作業所に手

すりをつけてくださりありがと

うございます︒

今までの雨の日とかは︑手す

りがなかった分︑滑る可能性が

ありました︒でも手すりをつけ

ていただいたから︑手を置くと

ころがあるので滑る心配がなく

なりました︒

今後も︑つけていただいた手

小林

隆

すりを大切に使っていこうと思

います︒

表紙の題字

