３
‐
５
‐

９

特定非営利活動法人
羽ばたく会

２
３

クリスマス会 ５
大掃除・餅つき ６
新年会 ７
８
私の障がい ７ ‐
新会員紹介・訃報 ８

福祉まつり

一泊研修

97

今年の目標・抱負
11 10

身体障がい者の社会参加と活動の場

めじろ作業所

年頭のご挨拶
副理事長
桂 みゆき
新年のお慶びを申し上げます。
早いもので新年を迎え仕事を始めて
一ヶ月が過ぎようとしてしています。
新年会も終わり、二月には節分、
三月には雛祭りなどなど、毎月沢山の
行事があり季節の移り変わり、・・・
（ ページに全文掲載）
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さえずり通信
年頭のご挨拶・今期予定
正会員・賛助会員・ご寄付
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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

info@mejiro-s.com

一泊研修
今年の一泊研修は千葉方面
に行きました︒
︵ ／ ・ ︶
めじろ作業所の一泊研修で
は︑必ず制作体験がコースに
入っています︒旅先で得た経
験・知識・技能をお土産とし
て持ち帰り︑日々の作業のヒ
ントになればと考えています︒
そんな体験も盛り込まれた
感想文︑今回も面白エピソー
ド満載の仕上がりとなってお
ります！

変でした︒
仕事とはいえ︑快くリフト
の乗り降りを手伝って下さっ
た武州交通の方には本当に感
謝です︒
雨の降る前の鴨川の農溝の
滝は︑山登りですが最高のマ
イナスイオンで癒される絶好
の人気のスポットでした︒
ボランティアさんありがと
うございました︒
一泊研修
木村 健太
出発 分前に着きめじろを
出発︒行き先は千葉︒東京湾
を渡り房総半島を一周︒
枇杷クラブ︑鯖の干物に食
欲を刺激され団扇を作り巻貝
の音色を楽しむ︒
昼食はホテルでしゃぶしゃ
ぶ︑鰤の切り身と野菜を一緒
にゆずポンで口の中へ …
おか
わり２杯︒
アロハガーデン館山︑着く
と南国に来たようなたたずま
い︒外周のウッドチェアーに
コーギーが …
入園後トーテム
ポールを背景に記念撮影↓温
室の巨大なバナナの葉に驚く
↓動物広場︑手乗りインコと
ラマ↓お土産屋︑マンゴーレ
モンジュースを勧められ一緒
にドキドキ並び︑一気に飲み
干し火照りとりホテルへ︒
農溝の滝︑湿原と楽しみ岩
場でドキドキ︒濃厚ソフトク
リームで火照りとる︒ぞうの
国ではゴマフアザラシ・イノ

シシ・カバ・コツメカワウソ・
猫ハウスに喜ぶ職員︒海ほた
るでいわしバーグをぱくり︒

一泊研修感想
竹下 博幸
月 日から 日︑千葉方
面に一泊研修に行きました︒
参加した人は少なかったよ
うに感じましたが︑いい旅行
でした︒
旅行では班行動で︑私が副
班長を任されましたが自分の

千葉は良いとこ︑円盤が見た
かったなあ
石塚 哲史
一泊研修のバスに乗るため︑
狛江からバスとタクシーでめ
じろ作業所に見送りの母親と
一緒に到着しました︒
バスは小林さんと相席でし
た︒房州団扇作りを体験し︑
アロハガーデン館山で南国の
植物に囲まれてそこで遊びま
わる動物たちは︑かわいかっ
たです︒
野島温泉に泊まり︑泊まっ
た部屋から海が見えた︒次の
日︑農溝の滝は景色も最高だ
った︒市原ぞうの国に行った
が︑天候が悪くてショーは見
られなかったです︒バスの中
で隣に座った小林さんに﹁ニ
コラ・テスラ﹂の話を聞いて
もらい︑満足して楽しいバス
旅行でした︒
２日間楽しかったです
三浦 洋子
雲一つない晴天で気持ちが
よかったです︒
一週間前︑三鷹のろう協も
一泊研修旅行でバスを借りた
のですがめじろ作業所と同じ
武州バスでした︒
まずはじめにうちわ作りを
しました︒なんでうちわを作
るのだろうと思いましたが︑

福祉まつり感想文
卯月 小百合
皆さんと元気よくフラダン
ス︑手話コーラスの発表が出
来たことがうれしかったです︒
ありがとうございました︒

房州うちわは千葉県を代表す
る伝統工芸品であることがわ
かりました︒
その後に行ったアロハガー
デン館山は︑ハワイのような
雰囲気の楽しめる動植物園で
した︒最後にアロハタワーの
階段を 段登りました︒頂上
の展望台から水平線を見渡し
て︑とても気持ち良かったで
す︒地球は丸いということが
わかりました︒階段が難しい
方には︑申し訳なく思いました︒
ホテルの窓から海が見渡せ
るので︑お風呂も高い階にあ
るだろうと思っていたら地下
でした︒お風呂に入りながら
夕日が沈む景色をみられるか
とおもっていたのに︑残念で
した︒
翌日は前日の快晴とはうっ
て変わって雨でした︒市原ぞ
うの国のショーを楽しみにし
ていたのに雨で中止になり︑
残念でした︒
でも２日間楽しかったで
す︒ボランティアの方々︑ス
タッフの方々ありがとうござ
いました︒

暖かく晴れている日はやは
り遠方からも来る来訪者が多
いです︒イベントがある日は︑
たづくり本館も賑わいます︒
私の担当時間は十一時半か
らフランクフルト担当で最も
混雑する時間ですから︑想定
外のお客が押し寄せて来て大
変な人気でビックリ！
油の跳ねに不安を感じなが
らも焼き上げて次々と売れて
いきます︒ただ大勢のお客様
はお金を出していてもレジが
お隣のホットサンド売場で大
半が戸惑っていました︒
レジが１ヶ所に集中するの
でお金を出し入れする方は汗
ビッショリで大変です︒改善
の余地はあります …
︒
何はともあれ︑売れ行き絶
好調で昼の十二時前にフラン
クフルト完売！こればかりは
想定外でした︒
余りにも早く売場閉店しま
したので︑もっと材料を用意
するべきだったかもしれません︒
お客様も残念そう …
二年連
続大盛況の福祉まつりでした︒

福祉まつりのレポート
北山 洋之
朝︑天気が心配でした︒天
気は最高です︑今日はいっち
ょうやるか︑と一端に考えた
のです︒妻と一緒に調布駅を
通り現地ですぐ職員さんを見
つけました︒
最初は恥ずかしかったので

福祉まつり

さんショーの予定だったので
すが︑雨の為︑中止となり残
念でした︒
今回の旅行は全体的に坂が
多く︑九割方は歩いて行き来
したのですが︑最後の急坂は
かなりきつく車椅子を利用さ
せて頂きました︒
また︑大浴場の行き来の際
も直通のエレベーターがなく
階段を利用したので︑部屋に
戻ったら汗だくになっていま
した︒
最後は雨が降ってしまい︑
その影響からか高速道路も混
み︑到着時間がかなり遅れて
しまいましたが良い思い出に
なりました︒

恒例の福祉まつりに参加し
ました︒模擬店ではフランク
フルトとホットサンドを販売
︵完売御礼︶し︑ステージで
は手話コーラスとフラダンス
を披露しました︒

福祉まつり感想 竹下 博幸
私はフラダンスと歌を披露
するのが担当でした︒
毎回フラダンスと歌を披露
する担当なので落ち着いてや
りたいけど細かいミスを気に
して歌とフラダンスが小さく
なっていたのですが︑小さな
お子様が会場にいまして手を

叩いて歌やフラダンスを見て
くれていました︒
その光景が微笑ましくて︑
歌もフラダンスもいい感じに
出来たと思います︒また参加
したいです︒
福祉まつりにて︑コーラス
高橋 光太
毎年恒例の︑福祉まつりの
季節がやってきました︒
この頃体調を崩すことが多
かった私ですが︑この日は身
体に変調はなく︑手話コーラ
スに参加する事ができました︒
日々の体調管理の重要性を
感じながら︑この日何事もな
く皆さんと歌うことができて
よかったと感じております︒
また来年もよろしくお願い
いたします︒

2
3

28

みんな夢中で話を聞いています
実はインコがいるんです
実はバスを待っているんです！パシャッ！
みんなでフラダンス！
農溝の滝をバックに！
カバ！
素敵な歌声と手話コーラス
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南房総の旅
林 千佳子
アクアラインを通り︑千葉
の木更津から千葉県を一周し
ました︒
一日目は内房を通り︑房総
団扇を作りました︒片手で頑
張って作っていると私の所に
団扇職人さんがいらして﹁若
い職人が育たない︒﹂と言って
おられました︒幻の伝統工芸
品にならないことを願います︒
私は千葉市内に住んでいた
ことがあるので安房の国も上
総の国も知っているつもりで
した︒今回の旅行で改めて自
然豊かな里山や田園風景を見
て魅力的な場所で︑色々と盛
んな産業の恵みを味わい素晴
らしい環境で豊かな場所と知
り再発見でした︒
二日目も色々と見学しまし
たが︑途中から雨に降られ大
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10

27

ことも難しいのに﹁出来るか
なぁ〜﹂と心配しましたが︑
班長が班の人たちをまとめて
くれていたので︑自分が副班
長だったことを思い出し﹁い
けね！﹂と思ったときには終
わっていました︒
自分の足りない部分が分か
っていい経験になりました︒
一日目はアロハガーデン
で︑羊やヤギなど沢山の動物
と触れ合えて良かったです︒
︵いい運動が出来ました︶
二日目は︑ゾウの国でショ
ーを見る予定でしたが︑雨天
中止になり残念でしたけど︑
皆さんで楽しく交流できるこ
とはいいことだなぁ〜と感じ
ました︒

27

10

福祉まつりに参加して
佐野 真人
月３日︑好天に恵まれた
土曜日に調布市役所前広場な
どで福祉まつりが開催された︒
毎年この時期は寒いのだが︑
去年も晴れて調布駅前広場は
空前の人出で大変な混雑だっ
たことを覚えている︒
12
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一泊研修に参加して
佐藤 加也
月 ・ 日︑めじろ作業
所にて一泊研修があり参加さ
せて頂きました︒
今年は千葉県の南房総でし
た︒一日目はうちわづくりを
体験したのですが︑ほとんど
職人さんに手伝って頂く事に
なってしまいました︒アロハ
ガーデン館山では特に鳥の色
が鮮やかで綺麗でした︒
２日目はカステラ工房︑農
溝の滝を見学しました︒カス
テラ工房では色々なカステラ
を購入し︑農溝の滝では水の
流れの迫力を感じました︒
最後は市原ぞうの国でぞう
10

知らんふりをしてました︒そ
したら妻から﹁話しをしなさ
いよ﹂と言われました︒それ
からは少し間をおいて別の職
員さんに会いました︒
もう少しで皆に会えるって
思ったら手が熱くなっていま
した︒興奮している姿を見せ
てしまったかもしれません︒
さぁ︑出番ですよ︒手が震
えているのが私にもわかって
ます︒皆も手が震えているん
だなと思いました︒
終りになった時に妻の顔が
目に飛びこみました︒回りを
見ても知らない顔です︒
やっと終りになりました︒
今日︑はじめてうまくいった
です︒ご苦労様でした︒
またの機会に会いましょう︒
ありがとうございました︒
︻福祉まつり︼の感想文
高野 英昭
月３日︵土曜日︶師走の
候︑絶好のよい天気に恵まれた︒
私たちめじろ作業所では︑
フラダンスとハナミズキの手
話と歌をおこなった︒
時 分にめじろブース集
合して衣裳に着替えてていよ
いよ 時 分︑本番開始フラ
ダンスの方はリズムをはずさ
ないようマラカスを振り︑ハ
ナミズキの方は手話がよくわ
からないので職員の方を見な
がら歌った︒

福祉まつり感想文
荒井 武司
月３日︵土︶調布市市役
所前で福祉まつりに参加しま
した︒会場が昨年と変わり︑
市役所前なのでビル陰で天候
が心配でしたが当日は暖かく
天気も良かったので助かりま
した︒
私はフラダンスと手話コー
ラスにでました︒前日音楽教
室で練習をしました︒その時
は手話も歌もできましたが︑
本番では緊張するので心配で
したがそれが︑無事に出来た
ので良かったです︒
福祉まつりに参加して
林 千佳子
今年の作業所のステージ発
表は︑朝一番の午前中の時間
帯でした︒内容はいつも練習
しているフラダンス教室の二
曲と音楽教室で歌っている︑
手話付き楽曲を皆で手話を付
けて感情込めて歌います︒
手話を付けることによって
頭も手もフル回転することに
なります︒
特に片手しか動かない私は︑
両手が動く人の半分で表現す
るので︑いつもどのようにす
れば良いか考えるので︑その
時頭がパニックになります︒
朝から衣装を着て来ることと
なります︒普段スカートを着
なれないので︑ずっと着てい
るのは気を使います︒

それは︑私にとってとても
嬉しいことです︒時間厳守で
十時頃集合の場所に行くと職
員の方と宮岡先生達がいらし
ていて︑髪飾りとレイを付け
ると︑準備完了です︒
フラの衣装でも寒くなく太
陽が顔を出してくれて︑眩し
い位でした︒
ステージは︑あっという間
に終わりお買い物タイムが始
まると楽しい時間でした︒
福祉まつりに参加して
日向 まり
恒例の﹁福祉まつり﹂︑今年
は市役所の前庭で開かれました︒
めじろは︑３日の土曜日だ
け参加︒私は 時半からのス
テージ担当︒先生が用意して
くれた紫色の素敵なドレスで
﹁南国の風﹂﹁フキウラ・ソ
ング﹂そして手話歌の﹁ハナ
ミズキ﹂を披露︒
職員さんのリードに任せ︑
夢中で手足を動かし何とか終了︒
翌日の４日︵日︶は︑点字
の名刺作りに︑施設に入居し
ている母と一緒に参加︒
調布市で１頭だけの盲導犬
マリンが最後の仕事をしてい
る所に遭遇︒マリンは︑１歳
まで育ててくれたパピーウォ
ーカーさんのお宅へ戻るとの
こと︒
時々︑障害者団体の会議で
一緒になった事もあるので勝
手に親しみをを感じていまし

︵黄︶を プ レ ゼ ン ト に し ま し
た︒
いざプレゼント交換が始ま
り︑私のプレゼントは最後ま
で出てこなくて︑残念な気持
ちになりました︒
でも︑いい雰囲気で楽しく
参加できました︒
クリスマス会
日向 まり
楽しみにしていたクリスマ
ス会が︑いつも通りに開催︒
今年は飾り付け委員にもな
り︑少しお手伝いさせて頂き
ました︒
サラダ・ピクルス︵人参や
パプリカ入り︶・キッシュ・
パンプキンスープ・りんご︑
そして可愛い可愛いケーキが
配られ全員満面の笑み︒
こんなにヘルシーで栄養の
バランスも採れた︑贅沢な食
事は他にはありません︒
満腹になったところで︑プ
レゼント交換会がスタート︒
私には︑軽くて暖かく素敵な
模様の膝掛けが当たりまし
た︒冷え性に悩む私にピッタ
リ！
他の方々も工夫を凝らした
品の数々で賑やかに進行︒
﹁きよしこの夜﹂を手話も交
えて合唱し︑大満足で帰宅︒
職員やお手伝いして下さっ
た方々︑ありがとうございま
した︒

マラカスふりふり
お客様品定め中

福祉まつり感想 原嶋 隆成
僕にとって２回目の福祉ま
つりでした︒昨年とは会場が
変わっていてちゃんと行ける
かが不安だったのでしっかり
と会場の下見をして場所を確
認しました︒
そして福祉まつり当日︑自
前のアロハシャツを着て会場
へ行きました︒発表前はすご
く緊張しましたが︑終わった
後は﹁やりきった ﹂という
達成感が出てきました︒
ステージの後はめじろの模
擬店で買ったフランクフルト
を食べながら色々な場所をま
わって過ごしました︒来年も
是非とも参加したいです︒
福祉まつり当日 木村 健太
月３日７時半ごろ起きて
シャワー・食事とのんびりし
ながら９時 分頃に部屋を出
る︒夕飯はスタ丼だ︒
たづくり１階のホールを横
切り︑大澤さんに声をかけら
れステージへ急ぎ︑職員さん
から衣装を受け取り︑月岡さ
んに手伝ってもらいながら着
替える︒
まずはフラダンス２曲︒舞
台の反対袖側に向かい月岡さ
ん・高野さん・袖壁に挟まれ
演奏する︒フラが終わり反対
側の奥で﹁ハナミズキ﹂の手
話コーラスを行う︒舞台が終
わりホットサンドを食べ︑裏手
の手伝いに向かう︒

元めじろにいた人とお話がで
き︑とてもよかったです︒
来年はどういう手話コーラ
スが披露できるか楽しみです︒

クリスマス会
プレゼント交換とピアノの
生演奏が自慢のめじろ作業所
﹁素敵なクリスマス会﹂を今
年も開催しました︒
会員・職員一人ひとりが心
を込めて考えたプレゼントを
持ち寄って︑くじ引きで交換
します︒
さて︑今回はどんなプレゼ
ントが当たったでしょうか？

クリスマス会に参加して
佐藤 加也
例年ですと 月 日に行う
事が多いと思いますが︑今年
は土日等の休みが重なったた
め︑少し早い開催となりまし
た︒
例年通り︑今年もパン︑キ
ッシュ︑ピクルス︑スープを
いただき︑最後は美味しいケ
ーキをいただきました︒
その後︑プレゼント交換が
あり︑私はどなたのプレゼン
トか分かりませんが日記帳
︵の様なもの︶をいただき︑
１ページ目にメッセージが記
載してあり︑こういうプレゼ
ントもありなのかなと思いま
した︒
最後に歌を歌って終了とな
りましたがプレゼント交換に
時間がかかっていた様でし
た︒
来年以降︑もう少し時間を
長めにとっても良いのかなと
思いました︒
クリスマス会
竹下 博幸
月 日︵木︶クリスマス
会に参加しました︒私は毎回
参加してるのですが︑プレゼ
ントを﹁何しようかなぁ〜﹂
と考えるのです︒
今回は自分がもらっても明
るい気持ちになるものにしよ
うと考えました︒
若くても年配の人でも似合
うニット帽︵白︶とマフラー

10

!!

忙しかったクリスマス会
高橋 光太
今年から初めての試みとし
て︑職員主導ではなく︑有志
の会員たちでクリスマス会の
飾りつけをするという委員会
形式の準備をしました︒
いつもは職員の皆さんに用
意してもらっていた折り紙や
材料を︑自分たちで予算を決
めて買いに行き︑自分たちで
考えて飾りを作り︑壁や天井
を飾り付ける作業は︑学生時
代の文化祭準備を思い出しま
した︒
体調を崩しがちであまり製
作には関われませんでした
が︑その分飾りつけに力を注
げたかなと思います︒
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フランクいかがですか～
みんなでドキドキのプレゼント交換 ＆ 音楽教室 ＆ 記念撮影
メリークリスマス！

た︒ 年近く︑お疲れさま︑
たくさん甘えて可愛がって貰
うんだよと心の中でつぶやき
ながら︑背中を少しナデナデ
出来たのは︑ラッキーでした︒
会場や福祉会館を歩いてい
ると︑何人かの方に声を掛け
られ︑母も嬉しそうな表情︒
二日間︑様々な出会いもあ
り︑親孝行も出来て有意義に
過ごせました︒
皆さん︑いろいろ有り難う
ございました︒
福祉まつりについて
池田 邦夫
調布市役所の特設会場の前
で︑ 月３日に行われまし
た︒今回も大変よく晴れた一
日でした︒
めじろ作業所もフラダンス
＆手話コーラスで参加し︑フ
ラダンスでは女性陣が紫色の
衣装でとても華やかでした︒
男性陣もマラカス片手に頑
張っていて︑見ていてとても
明るい気持ちになりました︒
フラの後︑私は手話コーラ
スの参加だったので︑舞台に
あがりましたが︑少し事前の
話と違っていたと思います
が︑音楽が鳴りはじまりまし
たので︑楽譜を片手に頑張り
ました︒
終わった後︑盛大な拍手が
あり︑とてもよかったです︒
また︑その帰りにデイサー
ビスでおせわになった人や︑
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大掃除

新年会

年末の大掃除を終えて …
佐野 真人
クリスマス明けの 日は本
年めじろ最後の大掃除の日で
す︒この日の朝の最低気温は
マイナス１度︑朝でした︒
大掃除は床清掃に机清掃に
パソコン清掃と綺麗にすべき
物が一杯あります︒ホコリも
固まってるものも多くて︑出
るわ出るわ往生際の悪いゴミ
は︑この際に徹底的に退治し
ます︒
最新の清掃用具は優れたも
のが多く︑百円ショップでも
デザイン︑品質︑耐久性と消
費者の要望に見事に応えてい
るし実際侮れません︒
一年間の床の汚れも最新用
具を身に付ければテキパキと
見事なまでに汚れが取れてゆ
く …
︒
新築同様の空気とまではい
きませんが可なり復元できま
したので︑新年はピカピカで
迎えるわけです︒
正味１時間で終了しました
から後の時間はパソコン入力
作業や福祉の窓︑配布用折り

年末恒例の大掃除を 月
日の午前に行いました︒一年
の垢を綺麗に落とし︑心身と
もに気持ちのいい大掃除とな
りました︒

の作業と分担しました︒
掃除が終わった後は清々し
いものだと実感します︒
本年もお世話に成りまし
た︑新年も宜しく︒

平成 年最後の行事である
餅つきを 月 日
︵水︶に開催
しました︒
強く冷たい風の中︑会員職
員ボランティアが入り乱れ︑
温かくやわらかいお餅がつけ
ました︒
みんなでお餅を食べて︑一
年を締めくくりました︒

餅つき
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平成 年の幕開けに新年会
を︑少し遅めの 日に開催し
ました︒
みんなで美味しいお弁当を
食べて︑さえずりのドリンク
券を賭けたダーツ大会で盛り
上がりました︒
最後は︑常性寺で集合写真
を撮り︑初詣をして︑新年を
祝いました︒

餅つき
石塚 哲史
餅つきは︑個人的には今年
で２年目になる︒１年目は初
めてだったので転んで心配を
かけたりしたので︑今年は美
味しい餅をついて頑張ろうと
張り切って朝出かけた︒
先に餅をついている人がた
くさんいて湯気がもうもうと
立つ中でうまそうな真っ白い
餅がつきあがっていた︒
私も自分の順番まで２階で
待っていた︒そろそろかなあ
と１階に降りてつき始めたけ
れど︑体力が落ちていてスト
ップがかかる前に自分で中途
で中止した︒
もっとなん臼もついて︑び

でした︒
僕はダーツが１つも当たら
なく︑再チャレンジをさせて
くれたので︑やったらまたも
当たらずに︑悔しくて涙が出
そうになりました︒
新年会の感想
竹下 博幸
一月十三日︵金︶の新年会
に参加しました︒皆さんで︑
昼ご飯を食べてダーツゲーム
をやりました︒
ダーツは的に当てるのが難
しかったのですが︑気持ちを
楽にして投げたらさえずり
︵喫茶︶で使える１００円券
が当たりました︒
時間は短い感じはしました
が︑皆さんと楽しく過ごせま
した︒良かったです︒

っくりさせようと思ったけれ
ど︑残念だった︒自分でつい
た餅は︑きな粉もち︑醤油も
ちなどで食べて︑つきたての
餅の美味さに感動ひとしきり
だった︒
餅つき感想
鈴木 圭
初めて餅をついた︒私はち
ゃんとこねたり︑つけるか不
安だったけど︑毎日握力を鍛
えてるので力いっぱいこね
て︑餅をついてるいい音がし
ているなと感じた︒
自分たちでついたお餅は二
倍くらいおいしかった︒
餅つき感想
高橋 光太
２０１６年最後の行事︑餅
つきに参加しました︒
スープとお餅をたくさん頂
いて︑一年を楽しく締めくく
ることができてよかったで
す︒
感想文を書いている今は年
が明けた後ですが︑締めくく
りの一文として添えさせてい
ただきます︒
一年間お世話になりまし
た︒来年からも︑皆さんどう
ぞよろしくお願いいたしま
す︒
餅つきについて 土岐 朋子
もちがやわらかくて美味し
かった︒遠い昔︑もちをつい
たことがあり︑青のり・黒ご
ま・黒豆もちを作った思い出

来たので不快な思いをさせず
に済んだのでよかったです︒
以前は違う場所を借りて南
京タマスダレを行ったのを覚
えています︒職員の皆様準備
をしていただき有り難うござ
いました︒
新年会に参加しました
林 千佳子
職員の方が頭を悩ませたで
あろうお弁当は︑新年らしく
綺麗なちらし寿司と桜ご飯︑
おかずでした︒
男性には少なかったかもし
れませんが︑私はお腹が一杯
になりなかなか進みません︒
桜ご飯とちらし寿司半分で
ギブアップしました︒
その後お楽しみのゲーム大
会が始まりました︒ダーツで
真ん中を狙います︒的を持っ
ている方の手加減で遠近に動
き︑それが盛り上がりに一役
買って楽しかったです︒
旅行のビンゴ大会の景品も
配られ︑その後向かいの常性
寺へ初詣に行きました︒
お参りの際︑お賽銭を力い
っぱい投げたら︑箱の隙間に
当たりましたが︑職員の方が
代わりに入れて下さいました︒
そして︑おみくじでは小吉
を引き満足でした︒﹁悪い事
はなく勉強すると天から雨の
様に知識が降ってくる﹂とい
うので︑今年は色々な勉強を
したいと思いました︒

が蘇ってきた︒
手作りの餅は珍しく︑一味
違って美味しいです︒
めじろ作業所ではおろし大
根ときな粉と餡子とのりがあ
り︑美味しかった︒
ごちそうさまでした︒あり
がとうございました︒
お餅つき感想
竹下 博幸
私は昨年︑時間を間違えて
お餅をつけなかったのです
が︑今回はちゃんと時間を確
認して今回はきちんとつけま
した︒
ノロウイルスが心配されま
したが︑市販の餅を焼いて食
べるよりも︑つきたてのお餅
が一番おいしいと感じまし
た︒楽しかったです︒
餅つき会に参加して
佐藤 加也
昨年は食事のみ参加させて
いただきましたが︑今年は餅
つきそのものから参加させて
いただきました︒
順番が来るまで外で待って
いましたが︑風が強く︑寒か
ったです︒
いざ︑順番が回って来まし
たが杵が重く︑うまく︑餅を
つく事が出来ませんでした︒
餅は美味しくいただく事が
出来ました︒ただ︑ノロウイ
ルスが流行していたので︑若
干︑縮小ムードであったのが
残念でした︒

新年会に参加して
佐藤 加也
新年会に参加するのは３年
振りかと思います︒過去︑２
年は参加予定だったのですが
直前で障害者の認定調査と重
なってしまい不参加でした︒
今年は認定調査は別の日だ
ったのですが︑午後から訪問
リハがあったため︑途中まで
の参加となりました︒
食事は美味しく︑その後︑
ダーツ大会があったのです
が︑私は途中で帰らなければ
ならないため︑２番目にさせ
ていただいたのですが︑３投
目が的に当たり︑さえずりの
１００円券が当たり︑後日︑
利用しようかと思っています︒
途中まででしたが楽しい新
年会でした︒

〜己を知り 他者を知り〜
連載コラム

私の障がい

竹下 博幸
私は︑高次脳機能障害と言
う障害を 年間付き合ってい
る者です︒ 年前︑自分の不
注意で障害者になりました︒
入院中︑病院の先生から
﹁高次脳機能障害です﹂と言
われ︑その時は理解できませ
んでした︒考えもしなかった
事で入院中は１年半位︑ボー
ッと過ごしていました︒

6
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ぺったんぽったん
おいしいおもち
おもちつき
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新年会の感想
鈴木 圭
初めて常性寺でお参りし
た︒めじろ作業所の目の前に
あるので着いたときに良く車
やバスが駐車場に止まってる
のを見たことがあるけど実際
に入ったことがなかったので
良かった︒
行ってみたら︑池に鯉がい
た︒金︑３色︑黒などいろい
ろな色の鯉が泳いでいたので
綺麗だった︒
そのあとメンバーと職員と
で写真を撮った︒参りをして
お賽銭入れたかったけど︑財
布を忘れたので少し物足りな
さを感じた︒
新年会感想文
荒井 武司
平成 年１月 日︵金︶め
じろ作業所の新年会を作業所
内で行いました︒
私は風邪をひいてしまい咳
がでていたのですが︑熱は平
熱だったので参加出来ました︒
当日午前中はいつも通り歩
行訓練に行きました︒ 時よ
り開始と聞いていたので送迎
車の出発時間いつもより早く
時 分です︒
小泉先生が隣の席でしたけ
ど︑咳が出るのであまり会話
ができなかったのは残念でした︒
食事も咳で吐き出さないか
心配でしたが︑何とか我慢出
12

ぺったんぽったん
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13

色も味もよしのちらし寿司
盛り上がったダーツ大会！
常性寺で初詣
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13
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１月の新年会の感想
月岡 昭彦
お昼ご飯が︑凄いボリュー
ムだったですが︑全て食べま
した︒後︑ダーツがめじろ作
業所にあるなんて思いません

11

29

それから徐々に﹁何でここ
にいるか？﹂﹁何でこういう
風になったか？﹂を考えるよ
うになりました︒
入院中いろんな病院を回さ
れて︑いろいろな人たちと出
会い考えも変わりました︒生
まれつき障害を持っている
人︑私のように途中から障害
になった人たちを見て﹁考え
てもしょうがない﹂ことに気
が付き︑気持ちを１８０度変
えるようにしました︒
以前は恥ずかしがり屋のめ
んどくさがり屋でしたが︑恥
ずかしいことや難しいことは
人前で失敗してもやっていく
ようにして︑﹁めんどくせな
ぁ〜﹂と思うことは自分から
進んでやるよう心掛けしました︒
心掛けてから 年位たちま
したが︑障害になる前は肥満
体で︑体重が キロ位でした
が心掛けをしてから︑ キロ
位落ちて体が軽くなり︑健康
体となりました︒
今の考えは︑自分の障害を
受け入れてこれからどう生き
ていくかを考え中です︒

新会員紹介

心︵身︶
体健全

を頑張って学びながら体を慣
らし︑少しでも早く社会復帰
したいと思っております︒
めじろの皆さんに顔と名前を
覚えてもらい︑仲良く出来た
ら嬉しいです︒よろしくお願
いします︒
初めまして
竹内浩一と
申します
はじめまして
高橋庸介です
はじめまして︑
高橋庸介と申します
月から通う事になった高
橋庸介と申します︒
色々なプログラムに参加し
て皆さんと有意義な時間を過
ごして行きたいと思います︒
趣味は︑カラオケ・野球観
戦に行く事です︒最近は新た
にジグソーパズルに︑はまっ
ていて︑休日は時間が経つの
を忘れて向かい合う事もあり
ます︒これからよろしくお願
いします︒

訃報

戸村千佳

めじろ作業所に長年通われ
てた小野和平さんが 月 日
にご逝去されました︒享年
歳でした︒
謹んでご冥福をお祈りいた
します︒︵会員・職員一同︶

齋藤陽子

初めまして︑
竹内浩一と申します
暇なときは︑スマホをピコ
ピコしてます︒マイブームは
ＬＩＮＥとつり☆スタとポケ
モンＧＯです︒めじろでＰＣ

脳活
笑顔を忘れず︑１日１日を大切に過ごす
奥野奈々子
猪飼ともみ

白田かおり

思いやりの心を忘れず毎日楽しむ！

度から見ず素直に生きる

心に余裕をもつ
何事も斜め
すぐ行動
森薫子

人の考えに左右され過ぎず︑日々明るく前向きに取り組みたい
大澤宏章

心身ともにミニマムリッチな生活を心掛けます！
読書

小野さんを偲んで
土岐 朋子
遠い昔の思い出です︒若い
頃︑調布に移り住み︑そこで
仲間に出会いました︒そこに
小野さんがいたのです︒
学校こそ違えど同じ青森県
出身で︑小野さんはよく学生
時代の話しをして︑昔を懐か
しんでいました︒
自分の出産前までは︑ちょ
くちょく会うこともありまし
たが︑子どもが生まれてから
は︑なかなか会う機会もなく
なりました
当時︑私の主人は小野さん
はまじめに元気で働いてい
て︑いつもおしゃれに気を遣
っていると言っていました︒
会社が移転してしまい︑バ
ラバラになってからは︑疎遠
になっていきました︒
数年ぶり街でばったり会
ったとき︑とても元気そうに
していたので︑嬉しかったこ
とを今でもはっきり覚えてい
ます︒
私がめじろ作業所に入所し
た当時︑めじろに小野さんが
いることを知りませんでし
た︒すごく驚きました︒あの
とき街で会ってから︑また
数年の歳月が経っていました︒
小野さんは常々︑青森へ里
帰りしたいけど︑足が痛くて
無理と︑痛い足をさすりなが
ら語っていた姿がとても印象
的でした︒
20

橋本佳美

私は黙って聞いていること
しか出来なくて︑とても心苦
しかったです︒
次第に小野さんの口調も明
るくなり︑楽しくお話をする
ようになりました︒
五能線の車窓からみえる日
本海の美しい景色が︑素晴ら
しいという話しが特に心に残
っています︒
クリスマス会の前で︑まだ
プレゼントを交換していなか
ったので本当に残念です︒
小野さん︑お疲れ様︑天国
に行って向こうの仲間とお幸
せに︑︑︑︒
心からご冥福をお祈り申し
上げます︒

２０１

年の抱負

丸山さやか
いろんなことに前向きに取り組む

青柳麻理
人に迷惑をかけない様自分のできる限りの事をする

坪井唯

鈴木圭
ボーっとしないでがんばる！

佐藤加也
交通機関を利用して外出したい

土岐朋子
明るく元気であいさつしましょう

石塚哲史
陶芸ですばらしい作品を作りたい

浅野弘次郎
受注をできるだけ増やしLineスタンプを完成させる

2017
高橋庸介
人に親切に接しよう！

河西守人
休まずめじろに通う

羽鳥香之
今年のテーマは飛ぶ！

高橋光太
マンガを完成させる！

荒井武司
アルコールは飲まない

日向まり
牛乳を飲んで体調管理

10

月岡昭彦
目標をやりぬくこと、向上

竹下博幸
何事も心しずかに行動したい

三浦洋子
体だけではなくて心もがんばろう！！

今年の目標

原嶋隆成
Positive thinking!!

湯舟美帆
体調に気をつけたい

佐野真人
陶器とダンススクールに通いたい

心身ともに充実した１年にします！

垣内弘

寺崎璃珠子
笑顔で毎日楽しく過したい

折目照美

元気でほがらか

西田千代子
笑う事は健康！その言葉を信じて楽しく一年をすごしたい

日々笑顔で考えすぎない

浅嶋文夫

伊藤和代
がんばって食べましょう！
七草粥は１年１度

藤田秀子
さえずり頑張ります

藤岡章子

みんなと仲良く

池田邦夫
実行力をする無理しない事

笑顔で健康に気を付ける

矢口晶

坪井睦子

卯月小百合
笑顔で明るく

藤田弘煕
手術がんばる！

竹内浩一
通所回数を増やす

青木里衣
なるべく休まない

11

前向きに頑張る

松岡邦雄
おいしいグルメを楽しむ

日々是好日

太田福代

河内美江子

元気でがんばる

桂みゆき

木村健太
漢検・金

佐藤信輔
元気でほがらか

藤井英人
言語の向上と楽しい生活を

本山明美
休まないでいきたい
健康第一

渡辺珠江
不言実行

高野英昭
行動、飛躍

河野香澄
みんなと笑顔

酉年なので羽ばたきます

小林隆

今年も美しく

有言実行

8
9

前田功

内田久美子
体調管理して通所します

18

69

10

90

45

!!

12

30

北山洋之
元気

伊地山悠子
元気で通所する

!!
一期一会

林千佳子
自分の社会を広げ自立する

らもたくさんのことに挑戦していきたいです。

お客様からのメッセージ

第39回

第六号
編
坪井

集
唯

調布市

第39回
調布市

39

回 調布市

いつも店内がきれいで気持ちが良いです。
ホットサンドもコーヒーもいつも美味しいです。
今日は手作り品の物も見に来ました。
自宅からは少し遠いのですが、また来ますね。（女性）

12:30 東京都社会保険労務士会
武蔵野支部
12:50 調布ドリーム
13:10 こころの健康支援センター
13:30 「あいはここから」合唱
＠むらさきホール
13:40 トレジャーツアー参加者
抽選会＠むらさきホール

開会式
しごと場大好き
わかば事業所
めじろ作業所
ちょうふだぞう
ポコポコ・ホッピング
あいあいナーサリー
調布市高齢者支援室
クッキングハウス

主催：社会福祉法人調布市社会福祉協議会運営：第 回調布市福祉まつり実行委員会後援：調布市

9:20
9:50
10:10
10:30
10:50
11:10
11:30
11:50
12:10

第

☆何度か来店しています

こんなご注文がありました

その思いが伝わったかのように、銅賞を受賞す

10

月は冊子製本・封筒・往復ハガキ・飲

ぱいでした。

39

回調布市福祉まつりのポス

たものが形になり、完成したときはうれしさでいっ

月は第

月かかりました。悩むことも多かったですが、考え

11

今年もよろしくお願い申し上げます

食店のショップカード・オリジナル一筆箋

皆様のおかげで今年もめじろ作業所は無

本年も︑皆様にご満足頂けるサービスを心

の作成のご注文がありました︒

事に新しい年を迎えることができました︒

がけますので︑昨年同様のご愛顧をよろし

くお願い申し上げます︒

ター・塗り絵・当日用マップ・トレジャー

月から本格的に受注が始まった年賀状

ですが︑日本郵便調べにおける年賀状の全

今年で二回目のご注文となり︑前回から

ツアー台紙のデザインがありました︒

ピークを迎え︑平成二十八年には約二十九

の経験を活かし︑デザインにかける時間を

発行枚数は︑平成十五年に約四十五億枚の

億枚と減り続けているそうです︒そのよう

作品製作は毎日の仕事の後や休日を利用し約 2 ヶ

今回もご好評をいただけたようです︒

てきました。

12

月からは年賀状の受注や住所録の作成

賞を取りたい！」という強い気持ちで、日々練習をし

が始まり︑その他にコピー・丁合い︑会報

憧れの大会だったので「次に出場するときは必ず

誌︑イベントポスター・プログラム等のご

違いを痛感させられました。

それ以上に喜びを感じることが出来ました。これか

39

9

時 分～ 時

平和の塔

30

調布駅南口広場 むらさきホール

本部

団体名は省略しています。予めご了承ください。
1. 相談コーナー PR ブース
2. わかばの会
おしるこ、せっけん、ストラップ等
3. クッキングハウス
暖かい飲み物（紅茶）、クッキー等
4. 虹の会
手作り小物
5. 至誠ホーム調布
ポーチ、陶芸、布製品、介護相談等
6. 下石原手芸同好会
ルームソックス、袋物
7. 希望の家
織り物、編み物
8. 調布市身体障害者福祉協会
甘酒、会員制作の小物、アイマスク等
9. 爽々苑・やわらぎの家
牛乳ﾊﾟｯｸｱｲｽ、松ぼっくりのｸﾘｽﾏｽﾂﾘｰ等

じ

そうごうふくし

しれい②

9

しれい

③

しれい
～むらさきホールへ行って、
トレジャーツアーに参加せよ～

ふん

30

分～

かいどく

時

あんごう

ず

しれい①

６つの「しれい」をクリアして暗号を解読してね！
し
き
ちゅうい
ゴールは午後 1時 20 分で締め切りだから注意しよう！
ご ご

（たづくり）

ココアが甘さ控えめで、お茶菓子のクッキーとのバラ
ンスが良かったです！とても美味しかったです。
（女性）

バザー

ち

たから

チャリティー茶会

福祉まつり当日用マップ

福祉まつりぬりえ

模擬店

アサヒ飲料販売株式会社 調布支店 / 株式会社アベサプライ / 社会福祉法人 新の会（はあと・ふる・えりあ）/ 株式会社伊藤園 調布支店 / 株式会社榮太樓總本鋪 八王子工場 / 株式会社エクシオテック ソリューション
事業本部 / カフェ＆キッチン ムカイ / 鬼太郎茶屋 深大寺店 / 京王観光株式会社 / コカ・コーライーストジャパン株式会社 / さくらツーリスト株式会社 / 株式会社サカイ・ヘルスケアー / シダックスオフィスパートナー
株式会社 / 芝信用金庫 仙川支店 / 勝文堂 / 株式会社ジャパンビバレッジイースト 府中支店 / セブンイレブン調布小島町店 / 調布クレストンホテル / 社会福祉法人 調布市社会福祉事業団（すまいる）/DEMAE 調布 /
東京キリンビバレッジサービス株式会社 府中営業所/株式会社東京スタジアム/東京フットボールクラブ株式会社（FC 東京）/東京ヤクルト販売株式会社/トヨタ東京カローラ株式会社/株式会社ノルコーポレーション /
株式会社八洋 多摩営業所 /NPO 法人 羽ばたく会 めじろ作業所 / 林建設株式会社 / 株式会社保険あっとなびプラネット / 福祉作業所ポピーの家 / 堀紙管株式会社 / マインズ農業協同組合 神代支店 /
株式会社山田屋本店 お米館調布本店/やまぐち屋/読売新聞 YC 調布 株式会社 田仲新聞舗/株式会社ランドスケープハウス/わりばしリサイクルグループくるりん/NPO 法人 わかばの会/他匿名企業、個人協賛（50音順）

主催 : 社会福祉法人 調布市社会福祉協議会 運営 : 第 39 回調布市福祉まつり実行委員会
後援 : 調布市 お問い合わせ : 社会福祉法人 調布市社会福祉協議会 TEL:042-481-7693

☆とても美味しかったです

・ショベルカー乗車体験会
・風船配布
・ゆるキャラ

トレジャーツアー・ぬりえの景品、会場機材をご提供いただきました。ありがとうございました。

ステージ

当日、ぬりえを持ってむらさきホールに来てね。
なにかいいことあるかも。

体験コーナー

作

福祉施設等の
手作り品販売

・トレジャーツアースタート地点
・トレジャーツアー抽選会場
・ぬりえ
・休憩スペース

4階

さん

相談コーナー

1階

・スルーネットピンポン（さるすべり）
・作品販売（創作折り紙 折り鶴）
・車いす体験（市民活動支援センター）
（こころの健康支援センター）
ボランティア相談（市民活動支援センター）
・手工芸体験（カノン調布）
・頭の体操、パズルなど（ゆうあい福祉公社）
・リフレクソロジー、小物作り（ちょうふ花園）
・福祉車両相談ブース（トヨタ東京カローラ） ・相談コーナー
行政書士会
・ボッチャ体験（ドルチェ）
社会保険労務士会
・バリアフリー映画（DEMAE 調布）
ソウギ SOS
・手話教室（調布市聴覚障害者協会）
医療社会事業協会
（調布市手話通訳者の会）
税理士会
・盲導犬体験（日本盲導犬協会）
司法書士会
・休憩スペース
・ドッチビー体験（スポーツ推進委員）

36. 調布福祉園
じゃがバター、陶芸品等
37. 調布ドリーム家族会
ホットドッグ、コーンスープ
38. 旭出調布福祉作業所
オニオンスープ、焼き菓子等
39. ゆうゆうくらぶ
豚汁、パネル展示
40. くすのき会シェア
とりから揚げ、織物製品
41. 休憩スペース

模擬店

2階

・授乳・おむつ替えスペース
・ポップアップカード

28. CCD
焼きそば
29. クレヨンキッズ＆れいんぼー
団子、弁当、手芸品、小物類
30. めじろ作業所
フランクフルト、ホットサンド
31. ポコポコ・ホッピング
チヂミ（韓国風お好み焼き）
32. ぴいす
玉こんにゃく、ケーキ、革製品
33. ポピーの家
アートフラワー
34. にこにこの会
スープ餃子、ミサンガ等
35. 調布ドリーム
おしるこ、犬用クッキー等

ステージ

5階

19. ちょうふの里
編み物、陶芸、籐細工
20. 調布市視覚障害者福祉協会
ポーチ、バッグ、ブックカバー等
21. リサイクルショップ不思議屋
編物、エプロン、袋
22. はあと・ふる・えりあ
工芸品、シュトーレン、妖怪焼き等
23. ふみ月の会
藍染品、陶芸品、活動紹介等
24. ゴミステーション
25. かささぎ会
お好み焼き
26. カフェ大好き
コーヒー、シフォンケーキ等
27. すまいる
ホットドッグ、パン

体験コーナー

さえずり 素敵な名前ですね。店内のクリスマス飾り
もとても感じが良いですね！音楽も心温まる音色で
ほっとします。器もとっても重厚な感じがして好きです。
クリスマスが過ぎたら内装が変わると思うので、また
来店したいと思います。素敵な時間を過ごすことが
出来ました。ごちそうさまでした。

10. 山田病院デイケアつつじヶ丘クラブ
クリスマスカード、さしこ
11. リフレッシュ工房
布、羊毛、紙製品、アクセサリー
12. フリーフライト
織り物、編み物
13. しごと場大好き
陶芸、組みひも
14. 休憩スペース
15. 東京レインボー倶楽部
手さげ、小袋、雑貨、衣類
16. 調布市内東京都認証保育所
保育園の紹介 ポスター、チラシ、等
17. 希望ヶ丘
カレンダー、ポストカード、メモ帳等
18. 東京かたばみ会
陶芸、介護や福祉、医療等の悩み相談等

5つのしれいをクリア

して

しれい①

14

時

☆好感が持てます

い

『もぐもぐ広場に行き
ほし

つくえ

しれい④

さが

しれい⑥

しれい⑤

☆マークの机を探して

福祉まつりテーマ

ひらがなをゲットせよ』

お店の雰囲気とお茶やケーキの味が良く、時間がある
際に立ち寄っています。
スタッフの対応も丁寧で好感が持てます。( 女性 )

福祉まつりキャラクター
『サニーくん』

じゅんばん

も

じ

あつ

なら

か

あんごう

と

福祉まつりトレジャーツアー台紙

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

10 月
11 月
12 月

名 刺

17
17
2

ハガキ
件
件
件

5
29
101

B5 〜 A3
書
類

封 筒
件
件
件

3
1
3

件
件
件

運営：第３９回調布市福祉まつり実行委員会

お問い合わせ：社会福祉法人調布市社会福祉協議会

後援：調布市

TEL 042－481－7693

福祉まつりポスター

ことばを並び替えて暗号を解こう!!

コーヒーが美味しいと聞いてきました！店内はあたた
かく落ち着いた雰囲気でゆっくりできる空間でした。
コーヒー美味しかったです！料金もリーズナブルでした！
手話を覚えてみたくなりました。( 女性・男性 )

主催：社会福祉法人調布市社会福祉協議会

福祉まつりキャラクター『サニーくん』

しれいを順番にクリアして、
文字を集めろ！

☆今回初めてこちらにお邪魔しました

調布市役所前庭 総合福祉センター

14

福祉まつりキャラクター『サニーくん』

☆初めて来店しました

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

12

前回の挑戦では、まわりの作品との技術レベルの

ることができました。大変なこともありましたが、

11

多く取ることができ︑見やすさと︑楽しさ

う大会です。今回で 2 回目のチャレンジです。

な状況の中でも︑今回もたくさんのご注文

関係者が集まり、製菓の色々な部門ごとに技術を競

の伝わる物が作れました︒その甲斐もあり

この大会は日本全国・海外からパティシエや製菓

ありがとうございました︒

ともみ

今後も年賀状を出す方にも受け取る方に

猪飼

も︑皆さまに喜んで頂けるような見本を作

さえずり専属パティシエ

成したいと思っておりますので︑よろしく

銅賞を受賞

「シュガークラフト工芸菓子部門」
で

お願いいたします︒

2016 ジャパン・ケーキショー東京

注文がありました︒

１月４日からさえずりも元気に今年の営業が
スタートしました！普段は落ち着いているさえ
ずり前の歩道も、この時期は参拝の方々でにぎ
わっています♪
店内は大きなクリスマスツリーを飾ったクリ
スマス仕様から一転、お正月の飾りつけに変わ
りました。壁に掛けてある絵は、めじろの会員
が絵手紙教室で制作した作品です。
お花や駒、酉年などそれぞれの個性が出てい
て素晴らしいものばかり！一言添えた絵手紙も
あるので、ゆったりお茶をしながら 1 つ 1 つ眺
めていると穏やかな気持ちになりますよ。
そのたびにお店の雰囲気も変わりますので、是
非お楽しみ下さい♪
本年もお客様に喜んで頂けるお店作り、
ほっ とくつろげる空間をお届けできるよう、
スタッフ一同、力を合わせて頑張りたいと思い
ます。本年もカフェギャラリーさえずりを、宜
しくお願い致します。

これから年度末へ向けて︑会議資料や会

さえずり通信

報などの作成が始まるかと思います︒

編集担当：猪飼ともみ

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

是非ご利用下さい︒

vol.11

20
19
26

製 本

A2 〜 A0
件
件
件

3
3
2

件
件
件

2
3
3

総件数
件
件
件

50
72
137

件
件
件
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フラダンス教室
…
音楽教室
…

日︵金︶

今期予定
◎節分
月
◎雛祭り
月 日︵金︶
◎理事会
３月 日︵月︶

日︵月︶

◎防災訓練
月中
◎花見
月

◎調布市ゴミカレンダー配布
２月〜３月

お花見

（音楽） らく パッチ

◎ふくしの窓配布
月

住男
義彦
美津

正会員・賛助会員 募集
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い合せ
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
さえずりドリンクチケットが
付きます︒
入会金 正会員
︵個人・法人︶五〇〇〇円
賛助会員
︵個人︶三〇〇〇円
︵法人︶五〇〇〇円
年会費 正会員・賛助会員
︵個人︶三〇〇〇円
︵法人︶五〇〇〇円
︻振込口座︼
◇郵便振替
口座番号
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
口座番号 普通 １３６９３７１
口座名 Ｎ:ＰＯ法人羽ばたく会

編集
後記

日頃発行予定

表紙の題字 三浦 洋子
０４２︵４４３︶１６３２

月

○また新しい一年が始
りました。毎年この時
期に抱負や目標を掲げ
ます。今年も個性的なものが多
く、その人の表情が見えてくる
ようで読み応えがあります。さ
て、この中で何人が目標を達成
できるか、是非見守って下さい。
それでは今年も一年、宜しくお
願い致します。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
…

仲山 英子
敬称略

ご寄付
手話サークルくすの木
匿名
岡野 泰洋

賛助会員 継続・個人
前田 直美
今井
三浦 敏
新田
日下部きよを 加藤

正会員・賛助会員・
ご寄付

都合により変更する事が
※
あります︒

3

１調布セントラルアパート１階
‐

看相談
医相談

フラ
絵手紙教室
…
パッチワーク教室
…
３
‐

絵手紙 手話 （音楽） らく パッチ

3
13

東京都調布市国領町１

絵手紙
パッチ

4
全体
会議
絵手紙

昭和の日

全体
看相談 会議

フラ

職員会議

3

３

年頭のご挨拶

らく 雛祭り

4

副理事長
桂 みゆき
新年のお慶びを申し上げます︒
早いもので新年を迎え仕事を始めて一ヶ月が過ぎようとして
しています︒
新年会も終わり︑二月には節分︑三月には雛祭りなどなど︑
毎月沢山の行事があり季節の移り変わり︑また沢山の人達と顔
を合わせ楽しませて頂いています︒
日々︑歳を重ね︑年月を重ねてくると︑この行事が本当に大
切に思われてきます︒
昨年は当作業所でも不幸があり︑年末には職員・会員一同悲
しい思いをしました︒

フラ
音楽

音楽

明日ありと思う心の仇桜

らくらく体操
…
手話教室
…

らく パッチ

今年はこの言葉を心にきざみ︑一歩一歩︑一日一日を大切に
頑張りたいと思っています︒
本年もどうぞ宜しくお願い致します︒

らく
手話

全体
会議
００２２
‐

20

音楽 看相談 医相談

〒１８２

4

Fax

看相談 パッチ

３

看相談 パッチ
音楽

看相談
フラ
手話

音楽

2
手話

節分

3

春分の日

看相談
手話

らく パッチ
職員会議

フラ
理事会

らく

3
絵手紙 手話

手話

フラ

建国記念
の日

金

フラ

木

2
水

火
月

日

職員会議

土

4
3
2
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