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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

今号は訳あって編集
後記が表紙に載るとい
う新たな試みに挑戦し
ています。トライです。
さて、今回のメイン
イベントは日帰り研修
です。めじろでは毎回、
ふたつのコースを用意
し、全体会議で議論を
重ね、多数決によって
目的地を決定します。
仲間を思いやりながら
自己主張するのが難し
い。そんな議論の末に
決まったのがリニア館
と富士花鳥園なのです。
言いたいことを言い
合える仲間作り、組織
作りを目指しています。

編集後記

info@mejiro-s.com

日帰り研修
今回の日帰り研修は６月
日︵金︶山梨方面へ行きまし
た︒天気にも恵まれ︑最初か
ら最後まで楽しく過ごせまし
た︒
リニアモーターカー館では
実際のリニア走行は見れませ
んでしたが︑色々な体験がで
きて面白かったです︒
富士花鳥園では︑普段なか
なか見れない梟や鷹のショー
が間近で見れ︑貴重な時間を
送れました︒
大きな怪我もなく︑楽しい
一日を過ごせました︒︵白田︶
日帰り研修について
林 千佳子
研修の目的地は︑甲府のリ
ニア実験センター横の見学セ
ンターで格好良いリニアモー
ターカーと記念写真を撮りま
した︒
その列車の中の座席を見学
することができ︑速さの秘密
が理解できるようにと︑工夫
して展示されていました︒
その建物は︑エレベーター
で上に移動しましたが︑その
エレベーターまでも新しいら
しく︑音も振動もなく移動し
ました︒
大きな超伝導の仕掛けや︑
ふわりと上に浮び超伝導運転
に変わる仕組みの映像を見て

あり︑チョットからかってみ
たら怒ったみたいで︑攻撃的
な態度をとられました︒色々
な経験ができて楽しかったで
す︒
日帰り研修旅行の感想文
月岡 昭彦
朝の 時までに集合出発
で︑僕の日課タバコが吸えな
くてトイレにいってスグ出発︒
リニアモーター見学をし
て︑係員が臨時でやってくれ
てありがたかったです︒
そこで︑喫煙所が砂利だっ
た為︑足場が悪く転倒してし
まった︒横にいた恐そうな人
が︑僕を起こすのを助けてく
れた︒ありがたかったです︒
花鳥園に行ってフクロウの
バードショー見ていたら︑フ
クロウが︑機嫌が悪く主人の
もとに戻らず︑いじけたみた
いだった︒後︑お土産を約
千円使った︒

日帰り研修旅行について
寺﨑 璃珠子
晴れて暑い日でした︒めじ
ろ作業所に着いてすぐバスに
乗り︑ 時に出発しました︒
通訳は二人︵大槻さん・永
井さん︶バスの中︑走行中に
立っていた腰にベルトを締め
て通訳をしてくれました︒大
槻さんは冗談が多く面白かっ
たです︒気持ちよく話されて
いました︒
リニア見学センターではイ
メージと違って時速５００キ

体感できます︒最先端の日本
の技術を見て触れ︑日本の技
術は素晴らしいと思いました︒
そして幸せの丘の象牙美術
館へ行き︑今では目にするこ
とが出来ない素晴らしい彫刻
に目を奪われました︒
そこで名物のほうとうを食
べて満腹になり帰りに︑富士
山を拝みつつ︑富士花鳥園に
寄りました︒そこは鳥と戯れ
ることができる夢の花園でし
た︒世界中の梟を見られ満足！
鳥のショー等とても貴重な体
験ができました︒
一日研修の感想文
池田 邦夫
バス旅行に参加しました︒
今回は集合時間に︑遅れて皆
さまにご迷惑をおかけしまし
た︒次回参加する場合は︑送
迎車を使用するつもりです︒
天気も晴れてとても良かっ
たです︒最初の見学コース山
梨県リニアモーターカーを見
学しました︒一階にリニアカ
ーの実物大のセットがあり︑
二階ではパノラマの展示をみ
て︑三階ではリニアモーター
カーの体験コーナーを体験し
とても良かったです︒座席も
映像がはじまるとスピードに
合わせ振動があり楽しかった
です︒
次は象牙美術館を見学した
後︑昼食を食べました︒野菜
や鳥肉が美味しく︑冷たいほ

日帰り研修の思い出
石塚 哲史
今年の日帰り研修旅行は︑
山梨の﹁リニア見学センター﹂
でした︒隣の席は若林さんで
した︒世界中を旅している人
でエジプトでピラミッドを背
景にした携帯の写真なども見
せてくれました︒
富士花鳥園では︑よく訓練
された鷹などが︑飼育員の合
図で飛び回るさまが見事でし
た︒私は杖をついて歩いてい
るので︑坂で転んでしまい皆
に助けてもらったりしてご迷
惑をおかけして︑申し訳なく
思っています︒
白田さんが私をサポートし
てくれたので︑楽しく旅をす
ることができました︒彼女が
インディアンのドリームキャ
ッチャー︵悪夢を遠ざける道
具︶を知っていることは驚き
でした︒
まためじろで旅行するとき
は参加させていただきたいと
思います︒

うとうも美味しかったです︒
その後﹁富士花鳥園﹂を見
学しましたが︑アジサイやベ
ゴニア館から︑バードショー
までの距離を︑私は車椅子に
乗せてもらい砂利道で下り坂
で距離があり︑大変申し訳な
く思っています︒
ショーは︑山の中に湖を作
り︑黒白鳥やいろいろな鳥が
いて︑昔の鷹匠みたいな人が
鷹やフクロウを︑見学者の上
を飛ばせてみせて︑面白かっ
たです︒
帰りのバスの中では︑本当
に富士山がよく見えて︑浅野
君や高橋君が︑カメラや携帯
を使ってシャッターを押しっ
ぱなしでした︒
今回初参加の丸山さんと前
田さん︑林さんが楽しく話し
ているのもよかったと思いま
した︒

は特殊で横開きはなく縦開き
でした︒
二階にはリニアモーターカ
ーの仕組みを説明したコーナ
ーとアトラクションがありま
した︒これには高橋︵光太︶
さんと乗りました︒本物と違
ってこっちはのんびり進んで
いましたが︑あまり浮いてい
る感覚はありませんでした︒
三階はシアターになってい
て手前にはジオラマが展示さ
れており︑様々な角度から写
真を撮りました︒最後にリニ
アモーターカーの歴代の車両
の模型を写真に収め︑バスに
戻りました︒
つ目の目的地﹁幸せの丘﹂
で食事をしました︒美味しか
ったです︒
その後︑象牙美術館で象牙
で彫られた作品を見ました︒
船や建造物など︑細かく内部
まで掘られており︑凄いと思
いました︒
つ目の目的地は静岡県の
富士花鳥園へ行きました︒最
初に鷹とフクロウのショーを
見ました︒頭のすぐ上を鷹が
飛ぶのでびっくりしました︒
フクロウのショーは係員さ
んが名前を呼んで飛んでくる
というショーでしたが︑終り
の方で木の上に飛んで行って
しまい︑名前を呼んでも飛ん
でこないというハプニングが
あり︑フクロウをそのままに
してショーは終了しました︒

ショーを見た後︑少し離れ
たところにある建物まで行
き︑ペンギン︑ウサギ︑オウ
ム︑インコなど様々な鳥を見
て︑楽しみました︒
メインであるフクロウは来
た時にちらっとみただけで︑
じっくり見るのを忘れてしま
いましたが︑充実した一日に
なりました︒

ロの世界を見る！時間を短く
したのだからすげぇと思いま
した︒今度︑出来たら乗って
みたいなと思いました︒
幸せの丘象牙美術館の見学
して︑昼食を開始しました︒
みんなと楽しい会話をしなが
らおいしい食事をしました︒
バスに乗って富士花鳥園に
着き︑鮮やかで綺麗なベゴニ
アを観賞しました︒猛禽ショ
ーでは︑フクロウが飛んで︑
お客様からパチパチ拍手が沸
いていました︒
あっという間に終わり︑帰
る前にお土産を買って︑予定
より早く着きました︒皆さん
お疲れ様でした︒また来年も
よろしくお願いいたします︒
日帰り研修感想
竹下 博幸
朝︑ 時集合だったのが心
配でしたが︑時間通りにつき
ました︒
皆さんで山梨県立リニア見
学に行き︑幸せの丘・象牙美
術館に行きました︒
そこでお土産用の試食品が
あったので食べてみたら﹁美
味しい﹂と感じたので家族に
と近所の人達にささやかなお
みやげを買いました︒
研修の終わりに富士花鳥園
に寄りました︒そこでは︑鷹
やフクロウなどのショーを見
て園内を散策しました︒中で
オウムが展示されてる場所が

リニア見学センターと富士花
鳥園に
土岐 朋子
当日はよいお天気でバス
台で行きました︒
手話通訳者は安全のためお
腹にベルトをして︑みんな立
ちながらの手話通訳でした︒
リニア見学センターに着い
たらセンター内でリニアのミ
ニ版が走るのを見ておもちゃ
みたい︒
幸せの丘象牙美術館に行っ
た時︑象の牙にこまかい細工
が施された丁寧な彫刻が︑す

フクロウ天国だった日帰り研
修旅行
高橋 光太
久しぶりの参加の日帰り研
修旅行︑富士花鳥園のフクロ
ウが見たくて頑張って早起き
しました︒何を隠そう︑私は
フクロウが大好きなのです︒
その甲斐あって鷹とフクロウ
のバードショーで︑とても迫
力のある羽ばたく猛禽類の写
真も何枚も撮れたので︑いい
体験と︑思い出ができたと思
います︒
お土産コーナーでフクロウ
のクッションが沢山ありまし
たが︑その前に買い物をし過
ぎてちょっと手が出せなかっ
たので︑小さいフクロウのぬ
いぐるみを買いました︒
多少の妥協はしたものの︑
手乗りフクロウもとても可愛
いので大切にしようと思いま
す︒
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リニアスマーイル !!
席は片側だけ…？
いつだって真剣です
最高の天気！
ぬいぐるみ？
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日帰り研修旅行 感想
浅野 弘次郎
最初の目的地︑山梨県の
﹁リニア見学センター﹂へ向
かいました︒建物に入るとリ
ニアモーターカーのレプリカ
が展示されており︑リニアモ
ーターカーをバックに記念写
真を撮りました︒
撮影後は展示品の車内を見
学しました︒車内は普通の新
幹線と同じでした︒ただ︑扉

1

ベゴニア
餌付け楽しんでます
オウムと私たち

8

し︑まずは︑最初の目的地で
あるリニア見学センターへと
向かいました︒
見学センターの中では︑実
際にミニチュアのリニアモー
ターカーに試乗したり︑リニ
アモーターカーがどのような
しくみで動いているかが︑少
し理解できた様におもいま
す︒
幸せの丘象牙美術館では︑
象牙に色々な彫刻をした作品
を見学することができ︑興味
深かったです︒昼ごはんも冷
やしほうとうなど︑豪華な食
事でした︒
富士花鳥園では︑色鮮やか
な花やふくろうや野鳥の屋外
でのバードショーを見学し︑
自分達の近くに飛んでくる鳥
たちに歓声をあげたり楽しい
一時を過ごす事ができました︒
象牙美術館や富士花鳥園で
様々なおみやげも購入でき︑
とても有意義な日帰り研修を
経験する事ができました︒
日帰り研修
藤井 英人
今回の研修は︑リニア見学
センターと富士花鳥園です︒
天気も良く汗ばむ陽気とな
り︑リニアセンターでは︑建
物も綺麗で時速４００ の速
さで走る映画を見て︑とても
感動しました︒
富士花鳥園では︑鳥のショ
ーをやっており︑フクロウが
音も立てずに忍び寄る忍者の

た︒
現在︑困っている事は︑電
車︑バスの乗降と階段昇降で
す︒
今年の８月から週１回︑訪
問リハの先生に来ていただ
き︑歩行訓練と階段昇降の方
を主にやって居ります︒
歩行訓練の方は杖の持ち方
等︑力を入れず手前でつくよ
うに等︑色々教わっておりま
すが︑まだまだ︑課題は多い
です︒
階段昇降の方は上りは５〜
６段ほどは登れるのですが下
りは１段降りるのが現状精一
杯の状態です︒
元々︑この病気を発症する
前から︑高所恐怖症とスピー
ド恐怖症があり︑階段昇降は
高所恐怖症︑電車︑バスの乗
降はスピード恐怖症が原因か
と考えておりますが︑早く克
服したいと思います︒
本来なら︑母も高齢なので
私自身が助けなければいけな
いのですが︑現状︑こうなっ
た以上は仕方がないので︑出
来る範囲で母の事を助けてい
きたいと思います︒
︵おわり︶

かっこいい !!
眠い…

しかなかったのですが︑冷た
く︑野菜がキュウリや夏野菜
などが入っていてびっくりし
ました︒食べてみたが︑美味
しかったです︒
今回の旅行で行ったところ
や通った道など全部初めてで
した︒私の中では思い出深い
旅行でした︒
日帰り研修
丸山 さやか
初めてめじろ作業所の日帰
り研修に行って来ました︒少
し緊張していたんですが楽し
く過ごすことができました︒
行ったことのないところに行
けて良い経験になりました︒
一番楽しみにしていた富士
花鳥園では︑バードショーや
色々な鳥と動物が見られて癒
されました︒
フクロウがとても大きく迫
力があって少し驚いてしまっ
たのですが︑フクロウ好きで
以前から見たいと思っていた
ので近くに感じることが出来
て嬉しく思いました︒
お土産屋さんも可愛くて見
れて良かったです︒楽しい思
い出になりました︒
日帰り研修に参加して
高橋 庸介
めじろ作業所の日帰り研修
に︑初めて今回参加しまし
た︒集合時間が 時と早かっ
たので︑少し眠い目をこすり
ながら︑めじろ作業所に集合

た︒すると︑何日位経ったか
わかりませんが︑母方の親類
が見舞いに来て下さり︑母が
入院したという事を知りまし
た︒
もの凄くショックでした︒
その後︑母が退院し私の上
司と一緒に病室に見舞いに来
ていただきました︒
本来なら︑もう少し早くリ
ハビリ病院に転院する予定だ
ったのですが︑母が入院して
いた関係で手続等が遅くな
り︑最初の入院から約２か月
後の転院となりました︒
リハビリ期間は約６ヶ月で
左手の麻痺は大分︑解消され
たのですが︑左足の方は殆ど
解消されず︑強いて良くなっ
た事としたら︑病院内では車
椅子だったのが︑杖で歩行出
来るようになった事くらいで
す︒
但し︑退院して︑いきなり
の杖で歩行というのも︑結構
大変で最初の２︑３ヶ月は近
所のマルエツやイトーヨーカ
堂まで行くのが精一杯で︑片
道 分く ら い か か り ま し た
し︑到着した時点で少し休憩
を入れている状態でした︒
それから︑休みの日には
徐々に歩行距離を伸ばし︑退
院から約１か月後には週２回
のデイサービスに通い︑約４
か月後には週２〜３回︑めじ
ろ作業所に通う事になりまし

km

ごくてすばらしかった︒
昼食時は︑上品なお料理を
を食べて︑有名な温めほうと
うではなくて︑冷しほうとう
は珍しくてさっぱりした︒美
味しかった︒皆で幸せでした︒
昼食後︑南アプルスが見え
て︑残り雪がきれいでした︒
次に富士花鳥園に行ったら
色々な楽しかった︒有難うご
ざいました︒

日帰り研修旅行の感想
鈴木 圭
私はお寺のお参りで山梨に
行くことがあるけど︑リニア
研修センターへは初めて行き
ました︒着く前にバスの窓か
らリニアが止まってる所を見
たので︑滞在中に目の前を通
過するだろうなと思ってワク
ワクしていました︒でも︑リ
ニアは来ませんでした︒
そして入ってみると昔︑愛
知の万博で展示してあったリ
ニアがありました︒その中に
入ってみると︑座る事はでき
なかったけど見た目では新幹
線より椅子が固いような感じ
がしました︒普段の電車と違
って︑窓が正方形で小さかっ
たです︒
三階に上がってみるとジオ
ラマやリニアの模型がありま
した︒ジオラマにはリニアの
他に中央線や特急電車︑富士
急行のトーマスラッピング電
車の模型が走っていたり︑他
にもバスやトラックが電車の
模型のように道路を走ってい
てびっくりしました︒富士急
ハイランドの模型が本物と違
って規模がかなり小さくまる
で公園みたいでかわいかった
です︒
お昼ご飯は美術館のレスト
ランで食べました︒ここの名
物でもあるほうとうは鍋の中
に温かい麺やカボチャやネギ
など野菜が入ってるイメージ

と感想文を書いた覚えがある
のですが︑結局面白い話のタ
ネが見つからず︑僕は何も話
せずじまいだったのが少し心
残りですが︑代わりに︵？︶
荒井さんの面白い話が聞けて
良かったと思います︒
七夕の感想
鈴木 圭
めじろで初めての七夕でし
た︒今までの行事の中でお弁
当が野球チームの球弁のよう
に豪華でありボリュームもあ
っておいしかったです︒ホン
トに七夕のお弁当なのかくら
いびっくりしました︒
お弁当食べて記念撮影だけ
で行事終了なので寂しい感じ
がしたけど楽しかったです︒
七夕に合ったちょっとしたゲ
ームがあればもっと楽しかっ
たと思います︒

〜己を知り 他者を知り〜
連載コラム
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翼を広げると大きい！
日差しが強いけど、笑顔！
インコ最高！

日帰り研修に参加して
佐藤 加也
今年は山梨県周辺という事
で︑リニア見学センター︑象
牙美術館︑富士花鳥園を見
学︑散策致しました︒
リニア見学センターはミニ
リニアを体験乗車出来た事は
良かったのですが︑見学時間
が短かったため︑お土産等の
購入が出来なかったのが残念
でした︒
その後︑象牙美術館を見学
し︑昼食を挟み︑富士花鳥園
ではバードショーを見学しま
した︒見学場所に行くまでに
かなりの下り坂があり︑同じ
頃にスタートした方がどんど
ん離れて行ってしまいまし
た︒バードショーも楽しく︑
その後に行った鳥も綺麗だっ
たと思います︒
今年も天気が良く︑帰り際︑
雲行きが怪しくなったのです
が︑持ち直して良かったと思
います︒

夕

ように飛んできます︒また︑
広い立派な建物の中で花・動
物・食べ物など数多く有り︑
とても楽しかったです︒
運転手の方︑バスガイドの
方ご苦労様でした︒

七
今年の七夕のお飾りは︑め
じろで新たに始まった﹁工
作﹂活動の中で作りました︒
﹁ 何 か 宇 宙 っ ぽ い﹂壁 面 と さえ
ずりテラスの笹飾り︑ 日を
迎える準備はバッチリです！
お弁当も楽しみですね︵森︶
七夕の感想
竹下 博幸
月 日︵金︶七夕の行事
に参加しました︒毎年参加し
てるのですが︑皆さんと一緒
にやる七夕の行事は︑良いコ
ミュニケーションが取れると
毎回感じています︒美味しい
昼食を頂きとてもいい七夕で
した︒

私の障がい

︵後半︶
佐藤 加也
更に︑その数日後︑東日本
大震災があり︑余震も続いた
ため︑夜間︑寝られない事が
多くなり︑精神安定剤のよう
な薬をいただきましたが︑あ
まり︑効果はありませんでし
た︒その後のリハビリは︑ほ
ぼ︑順調だったと思います︒
しかし︑母の事が心配でし

30
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七夕の感想
高橋 光太
今年の七夕は︑青木さんと
青木さん率いる会員の皆さん
で豪華な飾りつけが施された
中で美味しいお弁当を食べ︑
全員で記念撮影をし︑お腹い
っぱい︑胸いっぱいでとても
楽しかったです︒
ところで去年の今頃に︑
﹁またこういう機会があれば︑
何か話したいなと思います︒﹂

7

4
5
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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
いきます

日差しが強くなり、暑い夏が続きますね。
さえずりは今年も７月よりかき氷をスタートしました！！
味はお馴染みの『宇治抹茶』と『いちご』です。
今年はトッピングの白玉とベリーのコンポートがさえずり自家製になりました。
『白玉』の白玉粉は国産水稲もち米１００％。
製造中の水は地下１５１ｍから取水している九州山地の伏流水を使用し、
こだわりの製法で作られた白玉粉を使用しています。
柔らかいけれどもっちり食感！
１つ１つ丁寧に丸めています。
『ベリーのコンポート』はいちご、ブルーベリー、
ラズベリー、ブラックベリーなど数種類のベリー
をミックスし、お砂糖で煮込んでいます。

コンポートとは…？
果実本来の味・形を残した
まま糖度を抑えて煮たもの。

ジャムは果肉が無くなるまで糖度を高め、煮詰めたものになります。
そのためジャムとは違い、糖度を抑えて作ったコンポートはそのままでも美味しく
お召し上がり頂けます。果実の果肉を残し、甘酸っぱく作っています。

江 戸 時 代 か ら 続 く 暑 中︵ 残 暑 ︶
見舞い

vol.12

去年よりリニューアルし、さらに美味しくなりました♪
是非冷たくてふわふわのかき氷と一緒に、こだわりのトッピングでお召し上がりください！

お客様からのメッセージ
☆店内も綺麗で落ちつく素敵なお店です

☆心温かくなるお店です

とても美味しく、店内も綺麗で落ちつく素敵な
お店です。ありがとうございました。( 女性 )

私自身も交流の１つとして手話を勉強しています。
心温かくなるお店です。
これからもがんばって下さい。( 女性 )

☆また来たいと思います

☆センスが良いですね！

接客も丁寧でとても良かったです。コーヒーと
ケーキが美味しかったので、また食べに来たい
と思います。ごちそうさまでした。( 女性 )

☆美味しかったです！
ＢＬＴのホットサンドを食べましたが、焼き具合
がちょうどよくて美味しかったです！ (女性)

☆雰囲気がよかったです
初めて来店させて頂きました。とてもあたたかい
雰囲気がよいと思いました。子供達が卒業後の進
路として作業所へ実習に行かせて頂く事が多く、
とても興味があります。とても素敵なカフェなの
で、また来たいと思います！ ( 女性 )

7

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

いつも前を通っていて、絵と音楽が好きなので、
入ってみたいと思っていました。障がい者の方々
も一緒に働いているカフェとは知りませんでした！
ホットサンドとても美味しかったです。
壁に飾ってある作品を見させて頂いて、皆さんセ
ンスが良いですね！どれも素敵で楽しませて頂き
ました。また次回を楽しみにしています。ごちそ
うさまでした（女性）

☆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）
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能障害に︑左半身麻痺に成り
ました︒
皆さん宜しくお願い致しま
す︒色々と分からない事だら
けですが皆さんに迷惑を掛け
ない様に頑張ります︒

絵手紙
パッチ

看相談
医相談

今期予定

◎調布よさこい・ハッピーま
つり
月 日︵日︶
◎振替休日
月 日︵月︶
◎ほっとハート 永山
９月 日︵土︶
◎一泊研修
月 日︵木︶ 日︵金︶
◎防災訓練
月 日︵木︶
都合により変更する事が
※
あります︒

賛助会員 新規・個人
山盛 潤
賛助会員 継続・個人
樋下田治子
原 良男
桂 健二
小川 勇

正会員・賛助会員・ご寄付

28

小林 隆
桑原 信子
永井 邦子
平野 典子
木村千津子
坪井 誠一
浅野謙治郎
浅野 恵子
笹本 義弘
中島 勝夫
賛助会員 継続・団体
芝村礼子税理士事務所
東京工販
寄付
小林 佳江
桑原 信子
常性寺
電子レンジ寄贈 山添 倢弘
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︒

月

日頃発行予定

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

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
‐

絵手紙教室
…
パッチワーク教室
…
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新会員紹介
飯田由美子と申します
飯田 由美子
まだまだ歩くこともままな
らない私です︒迷惑をかけつ
つです︒パソコンもですが︑
はやく手話をおぼえてもっと
はなしがしたいですね︒暑い
日が続きます︒まずは︑体調
に気を付けて︑この暑い夏を
のりきるぞ〜︒

フラダンス教室
…
音楽教室
…

３
‐

全体会議

が引けるようになれたらいい
な﹂と願っています︒
半身麻痺のリハビリでは︑
背筋を伸ばして姿勢を正すこ
とを︑しつこい程注意されま
した︒これは︑弓道の教えと
共通しており︑弓道で言う
﹁︵射即人生︶＝弓道の教え
は︑人の実生活すべてに通じ
る︒﹂と言う格言を思い出し
ました︒
仕事は︑船舶の防火材料の
火災試験をやっていました︒
今は﹁好きだった海外旅行が
できるようになりたい︒﹂と
願っています︒

フラ
音楽

東京都調布市国領町１

８

23

12

27

19 13

パッチ

看相談

初めまして安日泉︵あじつい
ずみ︶と申します 安日 泉
脳梗塞を発症して高次脳機

らくらく体操
…
手話教室
…

００２２
‐

表紙の題字 三浦 洋子
０４２︵４４３︶１６３２

20

パッチ

自己紹介
平岡 達弘
はじめまして︒３年前に脳
出血を発症し会社で倒れまし
た︒後遺症により左半身麻痺
の障害が残ってしまいました︒
趣味として﹁弓道﹂をやっ
ていました︒今も望みは﹁弓

らく
手話

〒１８２

10

Fax

らく

８

音楽

13:00 ～ パッチ

10

絵手紙

一泊研修
音楽

防災訓練 理事会
らく
パッチ
フラ
手話
職員会議

山の日

安日 平岡 飯田
フラ
らく
手話

看相談
体育の日

10
個別支援 個別支援
面談
面談

看相談 全体会議
音楽
絵手紙

パッチ
らく

パッチ
らく
音楽
職員会議

暑気払い

3 市合同販売
イベント
ほっとハート
inｸﾞﾘﾅｰﾄﾞ永山

敬老の日

看相談
フラ
手話

フラ

手話

職員会議

夏休み

全体会議
音楽
看相談
振替休日

フラ

9
調布よさこい
ハッピーまつり

フラ

手話

手話
絵手紙

らく

看相談

音楽

8

10
9
8

8

