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身体障がい者の社会参加と活動の場
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節分
２月３日︵金︶
鬼は〜外︑福は〜内！
これから始まる新しい一年
が不幸や災いがない一年にな
りますように︑という願いを
込めて︒
大澤施設長の頭に乗ったカ
ゴに豆を入れるというゲーム
で皆大盛り上がり！
とても楽しい時間を過ごせ
ました︒︵白田︶
節分の日について
土岐 朋子
今回初めて参加しました︒
皆さんと一緒に﹁いただき
ます﹂と言い︑そのまま恵方
巻を食べて︑どんどん食べる
ことができて美味しかった︒
温めたお汁も美味しかったで
す︒
施設長は鬼の役をやってる
けど一人一人がミニ袋を投げ
ていた︒わたしは下手だ︒み
んな投げて︑うまくいった人
はプレゼントをもらって︑と
ても喜んでいた︒
いろいろ面白くて楽しかっ
た︒ごちそうさまでした︒あ
りがとうございます︒
昔︑節分の時︑豆ではなく
ピーナッツを投げた思い出が
あります︒

多分職員さんに指示をもら
っていた頃は︑職員さんが他
の仕事をしているから指示が
来るまで待っている時間があ
ったりして︑実質的にタイム
ロスがあった分︑会員だけで
やるようになってそのロスが
無くなったからと思います︒

豆撒きに参加して
林 千佳子
当日まで折り紙で鬼の顔を
折り︑部屋の飾りを作った事
は私にとって︑嬉しく楽しい
ひとときでした︒
節分当日︑机の上に恵方巻
きと温かいお茶とスープが用
意され︑節分行事が始まりま
した︒皆さん一斉に︑無言で
北北西に向かって恵方巻きを
かじりました︒
普段会わない会員さんとお
喋りしてしまう節分です︒会
話しながらの食事は美味し
く︑楽しいです︒ゆっくり味
わっていると肝心の豆撒きに
影響を及ぼすので︑半分位お
腹に入れ︑残りを母に持ち帰
りました︒
その後︑豆が２袋配られ︑
鬼の登場を待ちました︒裏か
ら鬼が登場すると凄い勢いで
豆が投げられ︑鬼は何故か逃
げることも忘れ︑なすがまま
となっていました︒その勢い
たるや︑爆竹か花火を思わせ
る音でした︒
その後のお楽しみは︑籠の
折り紙を頭に乗せた鬼に豆を
入れるゲームです︒お菓子の
景品が付きました︒
皆の一喜一憂した姿に︑部
屋の中は抱腹絶倒でした︒
節分感想
竹下 博幸
節分に参加しました︒昼食
から始まり︑皆さんで恵方巻

ていました︒
今年は中央のご飯の上に紫
のゆかりと緑の青のりで飾ら
れ︑海老の天ぷらと煮物が少
しありました︒デザートのオ
レンジと三色団子が春らしさ
を主張していました︒
食べている時間は皆静かで
す︒遅くならないように食べ
ました︒とても美味しかった
です︒
時間通り全て食べ終え︑次
に移ると︑一転みんなの声が
大きくなり楽しそうでした︒
今年はボーリングのゲームを
すると聞いていたので︑楽し
みでした︒ボーリングのピン
に私たち会員や職員の写真が
貼られていました︒
小さな水色と桃色のボール
を手作業の二つ合わせた机が
レーンとなりその机の端にピ
ンが並べられ︑ゲーム開始！
座っている順番に投げます︒
人それぞれ色々な投げ方が
あり︑応援も楽しいひととき
でした︒そのピンは当たって
も倒れません︒倒したピンの
数の順に景品を貰い帰りました︒
ひな祭り感想
竹下 博幸
３月３日にひな祭りに参加
しました︒皆さんで︑素敵な
昼食を食べて楽しいゲームを
しました︒
ゲームはボウリングでした
が︑
ピンを狙いすぎて結果１ピ
ンも倒れませんでした︒でも ︑

を食べました︒
昼食の後︑豆まきを鬼役で
職員の大澤さんにしました︒
はしゃぐ事はしませんでし
たが︑楽しく過ごせました︒
節分に参加して 佐藤 加也
今年も２月３日︵金︶めじ
ろ作業所にて節分があり参加
させていただきました︒２月
３日は私の誕生日という事も
あり︑ほぼ︑毎年︑参加させ
ていただいています︒
ただ︑今年は金曜日が午後
から訪問リハと重なってしま
い︑ 時からの恵方巻を食べ
る時までは参加出来たのです
が︑その後の豆まきは不参加
となってしまい︑鬼に豆をぶ
つける事が出来なかったのが
心残りでした︒
来年こそはフルに参加した
いと思います︒

ーっとしてうつらうつらして
いると︑自分の番になったら
しく声を掛けられる︒
眠気を払うように投げるも
１回目入らず︒２回目も入ら
ない︒３回目で近くに来たの
で﹁動かないで﹂と言ってし
まう︒残念ながら１回も入ら
ず終る︒

ひな祭り
ようやく春めいてきた３月
３日︵金︶︑皆でひな祭りを
行いました︒
昼食には春らしい甘味付き
の華やかなお弁当︑その後は
雛人形に見立てたピンを使っ
た﹁ひな祭りボーリング大
会﹂で盛り上がりました︒
︵橋本︶
ひな祭り
高橋 光太
今年も桃の節句の日がやっ
て参りました︒
今回私は仕事が重なって飾
り付けのお手伝いは出来ませ
んでしたが︑ほとんど青木さ
んが一人でやっていた気がし
ます︒
去年のクリスマスから会員
主体でイベントの飾り付けを
やるようになってから︑飾り
付けの指示を職員さんにでは
なく青木さんに尋ねるように
なって︑以前より早く飾り付
けの作業に入れるようになっ
た気がします︒

雛様とお殿様の衣装を合成し
てプリントしたものが貼って
あったので気合が入っている
なと感じました︒
僕はボウリングはやったこ
とがあるけど︑今回のピンは
ボールが軽いからか︑倒すの
が難しかったですが︑メンバ
ーの人達がピンのところまで
誘導してくれたので倒せてうれ
しかったです︒
おやつはひなあられが出ま
した︒学校給食で食べた甘く
て懐かしい味がしました︒
ひなまつりに参加して
佐藤 加也
今年も例年と同じくお弁当
やお吸い物が出て美味しくい
ただきました︒
その後︑ボーリング大会と
の事でしたが午後から訪問リ
ハがあるため︑残念ながら帰
宅させていただきました︒
今年は新年会も節分もひな
まつりも全て金曜日だったた
め︑訪問リハと重なってしま
い全て途中までの参加となっ
てしまい残念でした︒

あいにくの雨によって一週
間延期となり︑３月 ︵火︶
に防災訓練が行われました︒
まず︑調布消防署国領出張
所の方に火災や地震の話をう
かがい︑その後お隣の常性寺

防災訓練

節分
木村 健太
遅刻して 時頃めじろに到
着︒今年は折り紙で作った籠
と面をヘルメットに付け︑玉
入れ形式で大豆の入った袋を
大澤さんの頭の上にめがけて
投げ入れるスタイル︒見事入
るとビスケットを進呈︒
席が入り口付近だったので
奥の様子が良く分からない︒
楽しそうな声が聞こえたので
盛り上がってはいるのだろう︒
豆袋を３つ受け取り待つと︑
熱気で眠気がさしてくる︒ボ

楽しい時間を過ごせました︒
ひな祭り
木村 健太
ひな祭りの準備で折り紙を
使って壁を飾る︒
貼るのを手伝うのは毎度の
ことだが︑ひな祭りは毎年折
り紙だけで飾るので色がうる
さくなくて良い︒
昼休みからスタートし仕出
し弁当を食べる︒焼もの・煮
物がおいしかったのは覚えて
いるが︑気が付くと弁当の中
身がなくなっていたので詳し
いことはよく分からない︒お
そらく５分以内に完食したか
らだろう︒
ペットボトルボーリングを
やる︒ひとり二球ずつ投げて
倒した合計本数を競う︒
１回目の第一投２本︑第二
投０本︒２回目の第一投４
本︑第二投１本︒最高スコア
を出したのが北山さんの７本
です︒流石ですね︒
景品に米菓子と一筆箋を貰
う︒米菓子をぱくつきながら
終了︒
ひな祭り
鈴木 圭
めじろに来て初めてのひな
祭りをやりました︒昼食の弁
当が節分より豪華だったので
びっくりしました︒冷たかっ
たけどおいしかったです︒
ゲームはボウリングをやり
ました︒ボウリングのピンが
メンバーと職員の顔写真とお

近い距離から･･･入るかな･･･!? いっぱい福が来ますように♪
遠距離でもがんばります！ 自由自在に動くカゴ
ピンたちもドキドキ・・・。
ドキドキの 1 球 !!
目指せストライク !!
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ひな祭り
高野 英昭
３月３日︵金曜日︶お昼か
らひな祭りが行なわれ色どり
が良いお弁当で︑中でも春ら
しい三色団子︑みそ汁︑緑茶
と大変おいしく頂いた︒
午後から行なわれためじろ
スターボウリング大会︵テー
ブルをレーンにみたてて︑特
製のボウルとピン︒面白いア
イデアだなあ〜と思った︶︒
なかなかピンが倒れず悪戦
苦闘している姿が多く︑一人
二投のルールではあったが︑
再チャレンジがあってうまい
投げかたをつかんでピンを倒
した人が多かった︒
自分も一回目で四ピン倒し
賞品にひな祭り特製のお菓子
を頂いた︒
ひな祭りの時間は楽しく過
ごせ︑また次回のひな祭りも
参加したい︒どうも有り難う
ございました︒
ひな祭り
林 千佳子
作業所らしいひなまつりの
行事が行われました︒皆が喜
ぶ春らしいお弁当を用意され
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おかなければいけないと法律
で決まっているという説明が
ありましたが︑実際に地震が
起きた時にはパニックになり
鍵をはずしてにげてしまうの
ではないかと思いました︒
そうなるとヘリコプターが
重要になると思います︒今は
立川に２機しかないというお
話でしたが︑これでは到底対
応しきれないと思います︒こ
れからのことを考えればもっ
と増やせないかと思います︒
調布飛行場は国の管轄なの
で難しいと思いますが︑緊急
の時は︑そんなことは︑言っ
てられないと思います︒
そのあとに消火器の扱い方
の説明がありました︒私は以
前に訓練で使用した経験があ
るのでわかりました︒
避難訓練
木村 健太
午後３時︒東京消防庁の職
員さんに来て頂く︒まずは挨
拶︒﹁この季節は失火が原因
で生じる火災より︑室内から
生じるものが多いです︒乾燥
しているので火の後始末には
十分に気を付けてください﹂
との言葉を受け入れる︒
何度か見聞きした言葉では
あるが再確認する︒
消火訓練が始まる︒外へ出
て駐車場に集まり消防の方か
らレクチャーを受け︑訓練用
に水が入った消火器の使い方
を指導してもらう︒

かりました︒この方はおみく
じの祖として有名でした︒
お詣りもできたし良い功徳
が頂けたと喜んで帰りました︒

今回︑消火を体験した方は
３名︒消火器の重さを実感し
ていただけただろうか︒
私が前回やった時とほとん
ど同じ人数でスムーズに行わ
れる︒調布にはヘリコプター
はなく︑近場では立川に２機
あるとの事︒
避難訓練に参加して
佐藤 加也
前回はいつ頃か忘れてしま
いましたが︑実際ホースを持
って放水作業を体験させてい
ただきましたが︑今回は︑新
しく入った方が数名いらっし
ゃいましたので︑その体験は
ありませんでした︒
でも︑火事にしろ︑地震に
しろ︑いつ起きるかわからな
い災害ですので改めて訓練は
必要だと思いました︒
消火訓練をしました
林 千佳子
消防署の方と消火の基礎と
隣の駐車場で消火の実践をし
ました︒
また︑質問タイムで私は以
前会社の事務用品ＰＣなどは
火事が起きたら︑火種となり
特にＰＣのプラスチックや基
盤が思った以上に燃えると聞
いていたので︑目の前にある
ＰＣ機器の燃え方について質
問し︑現在のパソコンはその
様な事がないと知り安心しま
した︒

蕎麦を食べるために︑下り
坂を歩いて行き︑お腹が空い
て …
いい運動になりました︒
お花見
寺﨑 瑠璃子
お天気がよくて︑さわやか
でした︒家を出て調布駅前の
ドトールで時間を潰して 時
分のバスに乗りました︒
ろう者達は楽しくおしゃべ
りしながら昼食は︑すごくお
いしかったです︒みそ田楽と
豆腐と︑温かいそばを食べて
幸せでした︒
解散後︑ろう者だけでおい
しいコーヒー屋に行って夕方
無事に帰りました︒楽しい一
日でした︒

そして一番注意するのは電
気ストーブとの事でした︒背
中を暖めている時は忘れてい
る事も多いから改めて気を付
けなければと思いました︒一
寸した油断やミスから大きな
被害を生みます︒
その後︑暖かい服装で駐車
場へ行き消火器の使い方を教
わりました︒私はしっかりと
頭の中に留めました︒
でも︑消火器の水の威力は
もの凄くてしっかり的を狙わ
ないと５ｍ前からの消火は本
番では体験していないと無理
と感じました︒
いつどこで何が起こるかわ
からない時代です︒いざとい
う時に毎年の訓練は必要だと
思います︒
防災訓練の感想
鈴木 圭
初めてめじろで消火訓練を
やりました︒最初に消防署の
人が消火器の使い方について
説明をしている時に︑水の勢
いが良すぎてびっくりしました︒
私の出番の時に上手くでき
るか心配だったけど説明がわ
かりやすかったので︑難なく
使いこなせました︒
普段使うことのないものを
やったのでとても楽しかった
です︒
僕は小学生の時に同じよう
なことをやったけど︑その時
は障がいで腕力が他の子と比
べて弱かったので先生と一緒

です︒
公園の入り口のところに駐
輪場があったので近くてよか
ったです︒そして︑入ってみ
たらメインとなる桜がほとん
ど咲いていませんでした︒
僕はそれを楽しみにしてい
たのにとても残念です︒仕方
がないので︑見れなかった分
は新しくなった温室でゆっく
り色んな花を見たり︑売店で
ソフトクリームを食べたりし
ました︒温室では︑ベゴニア
の花のプールがあってとても
綺麗でした︒来年は桜が見れ
たらいいなと思います︒
お花見に参加して
佐藤 加也
４月３日︵月︶めじろ作業
所にてお花見があり参加させ
ていただきました︒今年も２
年続けての神代植物公園での
お花見となりました︒
天候は３月下旬頃から気温
が低い日が続いたため︑桜は
満開にはほど遠い状況だった
のが残念でした︒
去年と違っていたのは温室
がリニューアルオープンさ
れ︑色々な花や草木が生い茂
っていて綺麗でした︒
去年は待ち合わせ場所がよ
く分からなかったので調布の
パルコ前から︑職員の方と一
緒に行きましたが︑今年は布
田の停留所から乗車したので
すが︑会員の方が何人か乗車

みんな真剣 !!
めじろを火事から守ります !!

駐車場をお借りして︑消火器
を使った消火訓練を行いまし
た︒
慣れない手つきながらも
﹁火事だ！﹂と声を出し︑良い
経験となりました︒︵坪井唯︶
防災訓練で初体験
高橋 光太
小学生の頃︑防災意識の勉
強を兼ねて社会見学で消防団
にお邪魔し︑水を発射してい
るホースを持ってみるという
体験はしたことがある私です
が︑実は 年間の人生で防災
訓練で消火器を実際に使った
実施訓練は初めての体験で︑
正直なところ童心に帰ってワ
クワクしてしまいました︒
もちろん︑こういった道具
は使わないに越したことはな
いのですが︑良い経験をさせ
てもらいました︒
ちなみに︑当たり前ですが
消火器のほうがホースより軽
くて狙いをつけやすかったです︒
防災訓練感想文 荒井 武司
３月 日︵火︶防災訓練が
行われました︒最初の予定は
日︵火︶でしたが雨が降り
延期になりました︒
消防署の方が来て最初に質
疑応答があり地震などがあっ
て火災が起きた時の為に消防
車および救急車がすみやかに
通行できるように︑車は左に
寄せて鍵はつけたままにして

にやったけど︑自分の力でや
ったのは初めてで︑貴重な体
験でした︒

花見
東京が桜の満開を迎えた
中︑４月３日にお花見が開か
れました︒今年は地元調布に
ある神代植物公園へ行き︑そ
の後︑深大寺にある﹁鈴や﹂
さんでお蕎麦を食べました︒
温暖な天候はまさにお花見
日和
のはずでしたが︑生
…
憎桜はほとんど咲いておらず︑
少々残念でした︒
数日後︑きっときれいな花
を咲かせる事でしょう︒︵森︶

お花見の感想
鈴木 圭
初めて︑めじろのお花見に
行きました︒着いた時に喉が
渇いたので︑深大寺のバス停
の近くの軽食屋さんでラムネ
を買いました︒おいしかった

お花見
竹下 博幸
お花見に行きました︒桜は
少しでしたが︑きれいな桜が
見れました︒園内を歩くこと
は大丈夫だったんですけど︑
気を使い過ぎて疲れました︒
皆さんで桜を見に行くこと
は︑普段お話をしない人とい
いコミュニケーションがとれ
て良い行事だと思っています︒
来年も続けて欲しいと思い
ます︒

10
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5
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手順をしっかり学んで
散策日和！お花見スタート
リニューアルした温室へ♪
温室内もポッカポカ～

お花見
浅野 弘次郎
４月３日︵晴れ︶︒毎年恒
例のお花見に参加しました︒
神代植物公園です︒
去年︑工事で行くことが出
来なかった大温室が完成して
おり︑室内の植物を見て回り
ました︒
見て回った後︑カレンダー
用の記念写真を撮り︑班ごと
に自由行動︒大温室の前の広
い庭園を見て回って︑途中の
売店で休憩︒桜のシュークリ
ームを買って食べました︒
そこから蕎麦屋に向けて歩
き︑蕎麦屋に到着すると皆で
蕎麦を食べました︒
自分は冷たい蕎麦を食べま
した︒美味しかったです︒
お花見の感想文 月岡 昭彦
集合場所はパルコ前で 時
分のバスに乗り︑神代植物
公園の前に︑集合となりまし
た︒
僕は大温室に入らず︑タバ
コを吸いに行こうと思って︑
案内を見たらびっくりしまし
た︒正面玄関まで行かないと
吸えないとわかり︑ため息を
ついて︑ようやく吸ってま
た︑大温室に戻りそこで集合
写真を撮りました︒
10

27

28

!!

深大寺をお詣りして
石塚 哲史
去年に引き続き二度目の深
大寺のお花見でした︒植物園
を散策の後︑蕎麦屋で蕎麦を
いただきました︒そして解散
の後︑鬼太郎茶屋に行って心
置きなく買い物をしました︒
次にお寺のほうへ歩いて行
きました︒元三大師のお堂に
向うと太鼓の音が辺りを圧倒
していました︒
お詣りの人波が︑普通の日
とは思えない程︑多くてお祭
りの様でした︒二つの護摩壇
で同時にお護摩が焚かれ︑お
祭りのような凄さでした︒
元三大師は天台宗比叡山中
興の祖であると後で調べて分
33
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ので︑思わず写真を撮り︑友
人達に転送してしまいました︒
昼食場所はいつもお世話に
なっている﹁鈴や﹂さんで︑
慣れているお店だから安心出
来ます︒全員で美味しく蕎麦
定食を頂き︑解散︒
深大寺は近くなのに︑なか
なか行く機会がありませんが︑
こうして春の一日を過ごせる
のは︑幸せな事です︒皆さん︑
ありがとうございました︒
深大寺お花見
池田 邦夫
４月３日月曜日に神代植物
公園にお花見にいきました︒
今回は先に︑新装になった
温室熱帯植物園の前で︑全員
で記念写真を撮り中を見学し
ました︒
とてもめずらしい花や︑ベ
ゴニアなど綺麗な花など多
く︑中も歩きやすくなり︑と
ても良かったです︒庭内の桜
は︑まだ八分咲きで﹁鈴や﹂
さんで︑美味しいお蕎麦や田
楽など昼食をとり︑とても良
かったです︒
花見
高野 英昭
４月３日︵月︶神代植物公
園の花見に参加した︒
天気も晴れで気温も高く︑
調布駅北口のバス停に 時
分に集合し︑ 時に神代植物
公園に到着し︑公園内に入り
新しくなった温室植物園の中
は南国の植物で花や果物等も

咲きみだれ実っていた︒
そしてお花見の記念写真を
撮り班ごとに分かれ自由行動
になり公園内を散策し︑でも
桜の花はまだ満開といかず︑
三分咲きぐらいで︑仕方がな
いなぁ〜ぐらいに思った︒
また︑途中のお花見処で桜
のシューアイスが︑冷たくて
美味しかった︒
それから︑花見巡りも終え
蕎麦処﹁鈴や﹂に着き︑温か
い深大寺そばを頂いた︒
お花見といっても機会がな
いと神代植物公園にも行かな
いので大変よかった︒
お花見について 林 千佳子
今年は気まぐれで開花して
から満開になるまで時間が必
要でした︒当日は最高のお花
見日和となり軽装でした︒
残念だったのは目的地の神
代植物園の気温が低く園内の
桜は二分〜三分という開花状
況です︒気候も良くとても楽
しかったです︒
お馴染みの場所ですが昨年
大幅に改装された大温室は見
違えました︒中の植物も格段
に増え︑植物の自生地ごとに
並び︑同じような仲間が集ま
る工夫がなされていて楽しか
ったです︒大きくなった池の
睡蓮が可憐で綺麗だと思いま
した︒
その後︑温室を廻りいつも
通り桜等綺麗に花を咲かせて

Ｉの検査をした事です︒
その後︑その日かその翌日
か覚えていないのですが︑母
が見舞いに来て︑父が亡くな
った事を知りました︒
感覚的に父が亡くなったと
いう事がその時点で理解出来
なくて﹁疲れたから帰って﹂
と言ったと思います︒
母も一︑二度戻って来たの
ですが︑結局やるせない思い
のまま︑﹁初七日が終わった
らまた来る﹂と言って帰りま
した︒
但し︑その後︑一︑二週間
過ぎても︑母が来ないので心
配していました︒病室はリハ
ビリ以外は病室外に出られな
いし︑私自身︑自力ではベッ
ドから起き上がる事が出来な
い状態でした︒
携帯から自宅へ電話を掛け
たくても︑入院した時に携帯
は母が自宅に持ち帰ってしま
い︑手元にはありませんでし
た︒更に︑その数日後︑東日
本大震災があり・・・
︵次号へつづく︶

招待を頂きました
調布市民歌舞伎さまより講
演会のご招待を頂きました︒
毎年恒例の市民歌舞伎は︑め
じろの会員にもファンがおお
くいます︒ありがとうござい
ました︒

いる木々などを通り正門を目
指しました︒
送迎車で昼食のお蕎麦屋さ
んへ向かいます︒希望のお蕎
麦に舌鼓を打ちました︒
自由行動で近くのお店で買
物しました︒桜が見られなか
った代わりに桜のソフトを食
べ大変満足して帰路についた
私でした︒
お花見について 土岐 朋子
今日はよいお天気です︒神
代植物公園前で参加者が集ま
った︒みんな元気で嬉しい︒
去年の大温室は工事中でし
た︒久し振りに大温室に入れ
て︑色々なめずらしい花を見
学した︒蚊とか虫とかが花の
袋に入れたら戻しません
︵食虫植物︶なるほどおもし
ろかった︒
ラン︑スイレン︑小笠原か
ら︑又チリから珍しい植物︑
サボテンなどがありました︒
温室の出口前で待つ時︑ベ
ルから音楽が流れていると教
えてくれた︒初めて見て︑お
しゃれなオブジェだと思いま
した︒
大温室前︑記念写真を撮っ
て良かったです︒
それから自由にみんなで散
歩して︑桜はまだ咲いて少な
いので残念だったけど︑桜は
きれいでした︒めずらしい色
で白と赤と桃色の花は自然で
きれいでした︒

調布市民歌舞伎公演
池田 邦夫
今年も︑たづくりで行われ
た調布市民歌舞伎を観に行き
ました︒
毎年楽しみにしている行事
の一つです︒今回︑新作﹁伊
勢音頭恋寝刀﹂とおなじみの
﹁三人吉三﹂を観ました︒
やはり︑映画館と違って舞
台の立体感や演技している声
もはっきり聞こえ︑やはり観
に行ってよかったです︒
でも︑いつも思うのは︑や
はり舞台の物語は︑途中から
はじまるので︑よくちらしの
解説を見て行かないとわかり
にくいと思います︒
今の世の中は近代化が進ん
でいるので﹁温故知新﹂の心
を大切にしたいと思います︒
また来年もたのしみにしてい
ます︒

‼

されていて︑帰りも職員の方
と一緒になり︑心強かったです︒
﹁初﹂だらけのお花見
原嶋 隆成
４月３日に神代植物公園で
のお花見に参加してきまし
た︒
僕にとってめじろでの外出
も﹁初﹂︑リニューアルした
温室に行くのも﹁初﹂︑鈴や
さんでお蕎麦を食べることも
﹁初﹂と︑初めてづくしのお
花見になりました︒
温室の中が思ったよりも暑
かったです︒鈴やさんでお蕎
麦がとても美味しくてもっと
食べたいな〜と思いました︒
満開の桜が見られなかった
のが少し残念でした︒
お花見
日向 まり
毎年恒例のお花見︑今年は
４月３日に行われました︒前
日までは寒くて心配だったの
ですが︑当日は暖かく一安心︒
時に待ち合わせ場所の神
代植物公園入口へ︒
桜は６分咲きといったとこ
ろですが︑それなりに春らし
い光景︒
まずはリニューアルを済ま
せた温室を見学︒完全バリア
フリーの温室は広く︑種類も
豊富で楽しめました︒その後
は思い思いに園内を自由に散
策︒自分の名字のついた﹁ヒ
ュウガミズキ﹂の花があった

昼食は温かいそばと胡麻豆
腐︑おでんを食べて︑美味し
かった︒
ごちそうさまでした︒楽し
かった︒ありがとうございま
した︒
お花見
高橋 光太
天気は晴れでしたが︑ちょ
っと風があって少し寒い気温
の中お花見の日がやってきま
した︒
寒さのせいか桜はあまり咲
いてなくてそっちは残念でし
たが︑温室は改装工事が終わ
って入ることが出来ました︒
中にはカラフルな花や特徴的
な葉っぱの植物がたくさんあ
って︑気候によってこんなふ
うに育つんだと感動しまし
た︒
桜は見られなかった変わり
にアイスや最中として食べら
れたので満足です︒
お蕎麦もとても美味しく頂
きました︒
来年もぜひ参加したいと思
うので︑よろしくお願いしま
す︒

〜己を知り 他者を知り〜
連載コラム
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外出の際には杖と装具を使用
しています︒
発症する半年くらい前から
頭痛が１週間に１度くらいの
割合でありました︒前日も仕
事が始まった頃から頭痛があ
ったのですが︑帰宅する頃に
は治まって当日を迎えまし
た︒
当日も自宅を出る時は何と
もなかったのですが︑仕事を
始めた頃から頭痛が始まり︑
頭痛の痛みが今までと比べて
半端ないくらいの痛みで︑休
憩中にロッカー室で休憩しよ
うかと思ったのですが︑その
時に限って仕事が忙しく︑没
頭している時に倒れてしまっ
たようでした︒
その時の記憶が微かに残っ
ており︑覚えているのは︑倒
れた時点で回りの方に﹁大丈
夫ですか﹂と声を掛けていた
だいたり︑上司が﹁今︑救急
車を手配したので横になって
待っていて下さい﹂と仰った
のは何となく覚えています︒
その後の記憶は︑上司が私
の母に電話をしたようで︑病
院に到着するまで付き添って
いただきました︒
母が到着すると上司は会社
に戻られたようです︒ただ
し︑母も夜︑遅かったので︑
数分程度しか居なかったよう
です︒
次に記憶があるのは︑多分
翌日だと思うのですが︑ＭＲ

10

お花も笑顔も満開 !!
進め～♪進め～♪ﾜﾝﾂｰﾜﾝﾂｰ♪
みんなのキラキラ笑顔☆
深大寺、お買い物も楽しみます
お蕎麦はまだかなー？
緑が気持ちいい～♪

11

6
7

私の障がい

佐藤 加也
私は今から５年半ほど前に
脳出血を発症し︑左半身︑特
に左足の麻痺が強く︑今でも

美味しいお蕎麦頂まーす !!
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平成二十九年度が始まりました

お客様の絵手紙を使用したオリジナル一

こんなご注文がありました

ともと﹁端午の節句﹂といわれ男の子の

筆箋が好評を頂いており︑新規のお客様や

たくさんの新しいスタートの季節︑春

祭りの日でした︒五月五日が端午の節句

追加注文の方々から沢山のご注文を頂いて

1

月は寒中見舞いや︑オリジナル一筆箋

となったのは中国の漢の時代で︑その頃

おります︒絵手紙以外にも︑写真や書道作

がやってまいりました︒

の中国の人達は︑よもぎや菖蒲などの薬

品で作成することも出来ますので︑お気軽

の作成の注文がありました︒

草をつむ日にしていました︒その習わし

にご連絡下さい︒

﹁子どもの日﹂である五月五日は︑も

が江戸時代に日本に入り︑菖蒲は尚武

やＯＢ会会報作成の注文がありました︒会

2

月は初旬から︑様々な地域の健全育成

ので︑子ども達が強くたくましく育つよ

報作成のご注文は折り作業が含まれること

︵しょうぶ︶︽武をとうとぶ︾と同じ発音な

うにと︑鎧兜や強そうな武者人形を飾り

も多く︑利用者も総出で折り作業に取り組

みました︒

ました︒

めじろ作業所では︑オリジナルの一筆

ホットとアイスをご用意しております♪
是非ご来店下さいませ。

3

月は年度末ということもあり︑名刺や

はちみつ漬けなので、
ドライレモンも美味しくお召し上がり頂けます。

箋を作成することが出来ます︒春の風を

今年からは、レモンを薄くスライスしてはちみつに漬け込み、
乾燥させた自家製ドライレモン入り！

会議資料などの注文が多くありました︒ま

はちみつ入りの自家製レモネードシロップを使用、
すっきりと飲みやすくなっています。

感じながら菖蒲などをスケッチして︑世

さえずりからは新メニューのご案内です。
去年の夏ごろ販売したレモネード、
ご好評により今年は少し早めに登場です！

た︑音楽会のプログラム作成・はがき印刷

寒さも弱まり、気持ちが良い季節となりました。
お花も綺麗に咲き、お出かけも楽しくなりますね♪

界に一つだけのオリジナル一筆箋を作っ

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
いきます

・チラシ印刷のご注文がありました︒

編集担当：猪飼ともみ

てみてはいかがでしょうか︒

vol.11

第七号
編
坪井

集
唯

お客様からのメッセージ
☆居心地のいい空間でした

☆穏やかなひとときを

布田駅での待ち合わせまでに時間があったので、
寄らせて頂きました。
清潔で居心地の良い空間でした。( 女性 )

何度かお店に来ています。お店の雰囲気や流れて
いる音楽がホッとします。店内に飾ってある絵も
空間と合っていて素敵ですね。午後の穏やかな
ひとときをありがとうございました。( 女性 )

☆また来たいと思います
ケーキを食べたくて来店しました。甘すぎず、
美味しかったです。また来たいと思います。( 女性 )

☆ほっと一息できるお店

☆心が和みました

今日はコーヒーとプログラムの作成をお願いに参
りました。とても皆様感じがよく、コーヒーもと
ても安いのに美味しくて嬉しくほっと一息できま
した。障がいのある方も明るく応待して下さる姿
は、私にも嬉しく感じました。
また、寄らせていただきます。（女性）

丁寧なおもてなしで心が和みました。ホットサン
ド美味しかったです。遠方より来ていて立ち寄っ
たのですが、また来たいと思います。(男性・女性)

☆雰囲気がよかったです
コーヒーとケーキとても美味しかったです。
接客も丁寧で雰囲気が良かったです。
またお店に来たいと思いました。
ありがとうございました。
( 女性 )

9

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

☆店内の小物もかわいくて
医者の帰りに時々寄ります。スタッフの方も気持ち
よく働いていてサンドもとても美味しいです。
今度は友達も連れて来ます。
店内の小物もかわいいのがあり、必ずひとつは買っ
ています。（女性）

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

オリジナル一筆箋

1月
2月
3月

名 刺

15
23
21

ハガキ
件
件
件

12
2
3

B5 〜 A3
書
類

封 筒
件
件
件

1
2
2

件
件
件

29
33
46

製 本

A2 〜 A0
件
件
件

4
4
0

件
件
件

1
0
2

総件数
件
件
件

62
64
74

件
件
件
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い頃からの夢でした︒
めじろの音楽教室では︑歌
の伴奏以外にもピアノ演奏の
リクエストを受けるようにな
り︑﹁これ弾いて！﹂と声を
かけていただけることを心か
ら嬉しく思うと同時に︑いつ
のまにか小さな夢が叶ってい
たことに気付きました︒
今春遠方へ引っ越すことに
なり︑皆様とお別れしなけれ
ばならなくなってしまうのは
とても寂しいですが︑新しい
場所でも頑張っていきたいと
思います︒
楽しい時間をありがとうご
ざいました！

フラ
音楽

フラダンス教室
…
音楽教室
…

今期予定
◎理事会
月 日︵金︶
◎総会
月 日︵金︶
◎日帰り研修
６月 日︵金︶
◎七夕
月７日︵金︶

絵手紙
パッチ

12

ご卒業
めじろ作業所で音楽教室を
始めてからピアノの伴奏・演
奏をしてくださった河合さん
が︑今年の三月でおやめにな
ることとなりました︒
長い間︑音楽教室で会員・
職員の心に響く演奏をしてい
ただきましてありがとうござ
いました︒最後にコメントを
頂いております︒

らくらく体操
…
手話教室
…
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◎防災訓練
７月 日︵水︶
都合により変更する事が
※
あります︒

怜子
喜征
和子
邦雄
有里
すみ

正会員・賛助会員・ご寄付

賛助会員 継続・個人
河内 信郷
向井
若林
誠
田代
須藤 紀子
日向
林 千江子
大澤
大澤 文子
大澤
石塚 哲史
石塚
宇井 静男

賛助会員 継続・団体
ＮＰＯ法人リフレッシュ工房
敬称略

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

○めじろ作業所では節
分や雛祭りなど、季節
を感じられる行事を大
切にしています。その中で頭に
付けた籠に豆を入れたり、室内
ボーリング等の アトラクションを
交え、交流と息抜きの場として
大変有意義な時間となります。
次回は七夕、仕事そっちのけで
何しようか考え中。施設長大澤

次号

℡ ０４２︵４４３︶１６３３ １･６３４

看護師の健康相談
…
医師の健康相談
…
１調布セントラルアパート１階
‐

看相談
医相談
３
‐

絵手紙教室
…
パッチワーク教室
…

フラ 看相談 パッチ
東京都調布市国領町１

全体
会議

七夕
フラ
らく

5

16

5

7

12

フラ

らく
職員
会議

理事会

﹁ホールやライブ会場のよう
な特別な場所でなく︑日常生
活の場の中に︑生演奏の音楽
がもっとたくさんあるように
したい﹂というのが︑私の幼

5
らく
手話

００２２
‐

20

看相談 パッチ
音楽

防災訓練

らく パッチ

7
全体
会議
音楽

総会

音楽

6
全体
会議
〒１８２

7

Fax

音楽 看相談 パッチ

絵手紙

らく 日帰り
研修

手話

手話

海の日

職員会議

手話

絵手紙

音楽 看相談 フラ
手話

看相談 パッチ
音楽

フラ
らく
職員会議

絵手紙

看相談 パッチ

フラ
手話
手話

憲法記念日 みどりの日 こどもの日

らく

7
6
5

10

