
カラン・コ ロンと恒例の鐘の音と ともに、2010年2月 19日の午後

ク リエイ ト ホ~Jレでコ ココーEが幕を開けました。

今回は、おのおの思い思いに切った生成りの生地をアクセン トに

した衣装でした。たったそれだけのことですが、その人の持ち味

が加わりステージへ向かう ボルテージが高まっていきました。

美術クラスの作品達が舞台美術となり、ステージの中心に立って

浴びるスポッ トライト、キラキラくるくると回るミラーボーノレ、

からだに響く音楽…。メンバー達は、 型のないと ころから生まれ

る自身の表現力で、今までっちかつてきたものを客席に向けて発信してゆきました。

風姫さんから、メンバーだけではなくスタップもね !と、選択カルチャースタッフと普段はワークショッ

プや選択カルチャーに関われないスタッフ達もステージに立ち、ギターセッションやダンスをメンバー達

と共に表現するこ とが出来ま した。

今回、コココ ~IIIでは、風姫さんが作詞を、きらり館スタッフの永井美知が作曲を したサインソングが、

CESへプレゼン トされま した。最後に、みんなで感謝の気持ちを込め

て、rCJrEJ rSJをカラダで表現しながら、 歌いながら、コココーE

の幕は閉じられま した。

ココ コーを経験していなかったメンバーやスタッフも、今回初めて共に

ステージに立つことで、CESというものを、またひとつみんなでつく

りあげていくことができたように思います。

コココーとは、舎から 10年以上前から行ってきた風姫さんのダンスワークショップの発表の場としてが¥2001年5

月の始まりの第 1固でした。第2回のコココー 11は2005年1月lこ、八王子生活館 20周年&CES創立の記念として、

ダンスワークショップの発表と周年に始まった選択カルチャー(美術・ダンス・タイコ・パソコン)の発表場として位置

づけられました。舎回のコココー 111は、数年前からのメンバーの要望に応えて5年ぶりに開催となり、選択力ルチャ

ーのパソコンクラスが体操クラスに替わっての、美術・体操・ダンス・タイコの発表となりました。

CES 
八王子生活館 アート&クラフト

ゆい春一る生活館 フーズ&エコロジー

自立生活体駿室ステマ・2 チャレンジ&エンジョイ

ヴ比一・2ホ-ue'JA館 スロー&エンジョイ

ゲ比一・1ホ-ue局"館 スロー&エンジョイ

〒192・0053 東京都八王子市八幡町 5-11 TEL&FAX 042-624・8417 inf<場npoces.net
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CESでは、メンバーに対してよりきめの細かお対応をするために、また、閉鎖的お場に怠らおいよう、

地域に聞かれた風通しのよい場にしていくために、ボランティアさんを募集しています。

*下記いずれの場合も、交通費・入場料等の実費はこちらで負担いたします。

*詳しくは、電話 042-627ー0665 か info@npoces.netへお問い合わせください。

3/25(木)大をうじぬお手伝いをお願いし彦司
午前 10:00-12:00 午後 1:30-15:30 生活館・ゆいまーるいずれでも

生活館、ゆいまーる、それぞれが年度末の大そうじをします。おそうじ「大得意Jという方で

なくても結構です。「キライじゃないわ」という方を大募集です。おそうじあまり得意ではない

私たち。いろんな方の応援があれば何とかできるのではないかと思います。どうぞよろしく

お願いいたします。 *汚れてもよい服装でお願いいたします。

3/5・4/16(金)選択すllL乎ャー
13 : 00生活錨集合・ 16:00生活館解寛

美術、ダンス、タイコ、体操に分かれて活

動します。とくに美術のお手伝いをしてくだ

さる方を募集しています。最近は刺しゅう

をしています。

3/2・9(火)3.-1 0 (水)4・1J (木)
甘夏ビールづくり inゆい孝一る
現地 10:00-12:00 13:30-15:30 

水俣で作られた無農薬栽培の甘夏の皮

を使って、シュトーレンやライフルー

ツなど、ゆいまーるのパンやお菓子に

かかすことのできない甘夏ビールをっ

くります。皮を切ってさらして、水を

切ってさらしてという作業を繰り返

す、とても根気のいる仕事です。午前

か午後どちらかでも結構ですので、よ

ろしくお願いします。

3/12・4/29(金)自由レヴ
12 : 00生活館集合・ 16:00生活館解散

カラオケ、ボウリング、プールに分かれて

活動しています。とくに、ボウリングにいっ

しょに参加してくださる方を募集していま

す。

5/16(8)福祉まつり富士森公園 j

集会 9:00生活館または 9:30現地

解散 15:00現地または生活館 15: 30 

市内 50あまりの福祉団体が一堂に会

するお祭りです。今回も、ステップで

は、運営費を捻出するためのバザーを

おこないます。ご家庭に不用な贈答品

等ございましたら、ぜひお持ちくださ

い。調理器具や食器等の日用雑貨も好

評だそうです(申し訳ありませんが、

衣類はご遠慮ください)。

*寄付・寄贈* どうもありがとうございました(敬称略・順不同)

原

大

功

恵

中村重子

大竹商庖

平原耕治

岡本昌子

田村圭助 クレール八王子管理人

アベニュー

こんご よてい

<今後の予定>

*今津の誼.~1l益iま、 5賀141首選)となります*菩蚕ピールづくりは答蚕がなくなると議苧Lなります
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踊しいスタッフをζ組打します

開庖当初より毎日活躍してきてくれたレジスターも、

開庖 10年を迎え、部品保有期間も過ぎ修理が不能とな

ったので、壊れて使えなくなる前に買い換えなければと

いうことになりました。

ついては、八王子市社会福祉協議会を通じて募集のあ

った(株)村内ファニチャーアクセスの助成事業に申請

したところ、助成金を受けることができ、このたび、新

しいレジスター(右写真)を購入することができました。

今度のレジは、インクリボン不要の感熱式レシート

(今、コンビニもほとんどそうですね)で、タッチキーもソフトになりました。そして、な

んといっても便利なのは、あらかじめ値段を記憶させてあるので、たとえば「チーズパン小J

と書いてあるキーを押すと「チーズパン 110円」とレシートに記載されることです。また、

今まで手書きで書いていた領収書もワンタッチで出すことができるようになりました。

新しくなったレジにちょっと抵抗のあったメンバーも、やりはじめると、メニューキーを

じっとみつめていたり(配置を覚えていたのかな?)、お客様にも「レジが新しくなったん

ですよ.......Jと説明したり、いつの聞にかポジティブに受け入れてくれているようです。

初めは、レシートを上手に切ることができなくて(オートカットではないので自分でビリ

ッと切るのです)四苦八苦していたメンバーさんも「できるようになったよ (*̂_̂*)Jと嬉

しそうに報告してくれました。

スタッフもまだキーの配置が覚えられず、人差指をウロウ口させながら探したりしていま

すが…、あっという聞に慣れてしまうと思います。

以前のレジよりも、コンパクトで操作も簡単になりましたので、大変満足しております。

最後になりましたが、助成をいただきました(株)村内ファニチヤーアクセスさんには、この

場を借りてお礼申し上げます。大切に使わせていただきます。

メンバーからのメッセージ
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第 49回日本クラフト展 一繋ぐ一

会 期 :2010年 3月 6日(土)，..， 3月 14日(白)午前 11時~午後8時(最終日午後4時〉

会 場:丸ビルホール(丸ビル 7階)

入場料 :800円(高校生以下無料)

主催している社団法人日本クラフトデザイン協会の理事で、生活館の紡ぎ講師をしていた

だいている岡本昌子さんから「全国規模の年に一度の公募展には、 1300点もの作品が一

堂に会しますので、きっと楽しんでいただけると思いますj とご案内をいただきました。

また、「クラフトでエコを楽しむJをテーマに、会員であるアーテイストの面々が捨てら

れるものを形にした作品が並ぶという興味深いコーナーもあるそうです。

-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ E ・・・・・・・・・・・・・・・・・ z ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ a ・・・・・・・・・~.................................................................、

ぷかぷか協力債のお願い NPO法人ぷかぷか理事長高崎明

高崎明さんは、『街かどのパフォーマンス』という素敵な本を書かれていて、その本がきっかけで

生活館でワークショップをやっていただいたり、横浜で「ギンギンまつり jを一緒にやったりとも

う20年ほどのお付き合いになりますが、今回、下記のように「障害のある人たちの働く場づくり J

をはじめるそうです(ゆいまーるにも実習にみえました)。関心のある方は、ぜひご協力ください。

養護学校の過大規模化の問題が話題になっていますが、この問題はそのまま卒業後の行き場の問題

になります。そして人生に占める割合を考えると、在学中よりも卒業後の行き場の問題のほうがは

るかに大変です。障がいのある人たちが街の中で働く場「カフェベーカリーぷかぷか」を作る試み

は、その問題にストレートに答えるものです。とにかく彼らの行き場を具体的に一つ作るのです。

2008年6月より準備を始め、緑区霧ケ丘に場所を確保し、改修工事に入るところまで来ました。

改修工事が約 1200万円、設備工事が約 900万円、試作品に 50万円、什器備品に 100万円、開庖

費用に 100万円、仕入れ資金に 150万円、 運転資金に 300万円、合計で約 2800万円かかります。

本協力債は「カフェベーカリーぷかぷかJの事業を推進するために NPO法人ぷかぷか理事長の責

任において起債するものです。ぜひご協力ください。

①額面は 1万円、 5万円、 10万円の 3種類(額面にかかわらず、 寄付ー・カンパも受け付けます)0 ~ 

②償還は起債後 3年ですが、 1年経てば、請求があればいつでも償還します。

③利息はありませんが、年問、額面の 2%程度のパンをプロレゼントします。

④協力債を購入される方は、お名前、住所、額面、償還の時の銀行口座番号をメーノレにてお知ら

せください。メール環境のない方は郵便の振替用紙に、その内容をお書きください。

⑤お金の振込先は下記郵便振替口座にお願いします。

口座番号 00260-4・97844 口座名称 NPO法人ぷかぷか

ホームページ http://homepage3.nifty.com/pukapuka/ には、設立の趣旨、今までやってきたこ

と等「カフェベーカリーぷかぷかjの全体があります。ご希望の方には事業計画書をお送りします0

・問い合わせ:メーノレ:takasakiaki@nifty.com 電話 045-934-4648(高崎)

CES副理事長木村悦子さんの作文が入選しました

CES副理事長木村悦子さんがご自身の体験を基に書かれた作文が、公益社団法人全国

老人福祉施設協議会の「私の感動 介護作文コンテストj で見事入選されました。

おめでとうございます。

文中には、一人でがんばってがんばって介護をしてきたその最後に「一人で抱え込まず、

皆さんに助けてもらってはじめていい介護が出来ることを実感した」とあります。

これから私たちがめざす「し 1い介護のあり方Jを示唆していただいたように思います。

-・・・・・・・・..・・................................・・幽・・・・・...・・・・・・・・・・・・・・・・・・・E・・・・・・・・6・・・a・・ E・・・・・・・・・・・・・・・・・・a・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・a・・ 2・・・・・・・・・・・a圃・・・・

おじいちゃんの笑顔 東京都木村悦子

「おじいちゃん生きてる一。Jrお一、生きてるよー。J

これが主人を亡くしてから 23年間苦楽を共にした男に対する私の朝の挨拶である。

明治生まれを自慢の一つにしていた彼は長崎から上京し、小さいながらも事業を立ちあ

げた。四人の子供達はおろか、囲りの人からも疎まれる程の大変な頑固者。名前は勝。

何物にも絶対に勝つ。これが彼の座右の銘である。 百歳まで生きるのだ、と言っていた

彼も 2008年暮れ急に動けなくなり入院。一ヶ月後退院は出来たものの要介護4。認、・

定員の呼びかけもヘルパーさんの世話も全て拒否。ケアマネさんは「よーくこれで介護

欝になりませんねえー」と感心して下さる程だ、った。

私は現在 67才、しっかり老々介護のお手本の様な状態。

でも私に、これからの生き方を考える時間を充分にくれたおじいちゃん、そしておじい

ちゃんを介護出来る健康に感謝すればごはんを食べさせることも、入れ歯洗いもおむつ

の交換もなんてことなし¥fと自分に言いきかせて終鷲まで一人で頑張る。と決めていた

が、六ヶ月を過ぎたころ限界に達した。やむなく入院。はじめて介護現場に直面し、大

きな感動を受けた。どんな状況にも笑顔を絶やさないスタップ。大きな声で呼びかけを

してくれる若者達。老いの形は人それぞれ、予期せぬことの連続だ、った。一人で抱え込

まず、皆さんに助けてもらってはじめていい介護が出来ることを実感した。

素人には気のつかない、心の行き届いた介護を受け、おじいちゃんは 97才の生涯を閉

じた。入院中、「生まれ故郷の長崎の海に帰りたしリと亡くなる前日まで、言っていた彼が

お墓に入る前に。とお彼岸の大混雑の中、キャンセル待ちでやっと入手した切符をしっ

かりにぎり機上の人となった。

学生時代に泳いでいた海と故郷の街を思う存分見ているおじいちゃんの遺影は夕日にホ

ッペが赤く染まりうれしそうにニツコリと笑って見えた。

-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2圃・・.................・・・・・・1・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2・・a・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・E・・E・・・・........・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1・・・
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仲間たち展1Id=た+結の会Vol，2 お披露自作昂展

2010.2.2 (火)""2. 1 (巴)ギャラリー無寸草下北沢
今回は、地元八王子を離れた都会での開催で、楽しみでもあり、

ちょっぴり不安もありましたが、無寸草さんの常連さんをはじめ、窓か

らみえる織物に誘われて、お散歩途中に立ち寄ってくださる方あり、

DMを頼りに八王子方面からみえてくださる方ありで、連日盛況でし

た。 ほんとうに、うれしいことです。

また、ここ無寸草さんは、ついたてをへだてたカウンターで、居酒屋

さんが開催時間中の18:OO""'OPENするというユニークおギャラリー

で、そのおかげで、普段は織物の作品怠どは見に行か怠いようえまお客

様にも、作品を見ていただき、しかも楽しんでいただけたのは、ここ怠ら

ではの収穫でした。前回の YASUTAKEさん同様、オーナーの方がと

ても好意的で、お庖の常連のお客様に積極的に勧めてくださったり、

ご自身も気に入って買ってくださったり、毎日交替で会場に詰めてい

今年度(2009年度)は、 2回の個展， 3回のコラポ展と大きな展覧会

だけで 5回も開催しました。 今回の「仲間たちJ展は、それを締めくくるの

にふさわしい、とてもあたたかい、みん怠のこころに残るものと怠りました。

搬入日は、降り出した雨が途中から雪に変わる、寒~い日でした。外

の寒さとは対照的に、会場内は、生活館のあったかゲッズと結の会さんの

やさしい絵で、みるみる気温上昇?あたたかい空気に包まれていきま

した。結の会の方たちとのコラポ展は 2回目ですが、今回は結の会の絵

画作品と生活館の織物・フ工ル卜作品とを混在させて展示してみました。

お互いの相性はパッチリで、みえた方にも、私たちにとっても、個展では味

わえ怠い楽しい展示におりました。

110..'" 

みん1J.で見学に行きました。

ギャラリー工ントランス

るメンバーも、とても居心地よく、織り・手紡ぎの実演をすることができ

ました。今回の作品展でまた、新しいたくさんの出会いが生まれたこと

に感謝したいです。

手つむぎこまで紡ぎの実演中

のすみれさん

織物実演中のきみこさん-
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(M.H) ありがとうございました。

ザンシーちゃんとサンドカード、まもなく大阪デ、ビュー!

3/1O(水)・11(木)の 2日問、大阪の「マイドームおおさか」で・開催される「インターナショナル・ギフトショーJIこ「ぱたj生
活館のザンシーくんとサンド力一ドがテ'ピ.ユーします!
ギフトショーは国内外の流通関係者が集まるプロモーションイベント。全国で福祉施設のアート雑貨を扱う
rCHIRORIJさんからのオファーで'生活館の商品も展示されることにおりました。

の製品帥*その9
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rTHE CHIRORIく笑>SHOWJ
つくり手のこだわりがオモシ口い、素材や色、かたちがオモシ口い!どこか「笑いJを誘う、福祉施設でつくられた
アート雑貨というテーマで CHKRORIさんがセレヲトし、ギフトショーに出品してくださいます。

• ela.ちゃく&千ビela.ちゃく

みんなの布で
作つだ巾蓄。

ちいさいから
こそそれぞれ
の魅力がズー
ムアップされ
て、とっても
キュート P

『手づくり作品展』に今年も出品しました IN イト子力堂狭間庖 2010.2/26~28

毎年恒例の『手づくり作品展』も、今年で32回目を迎えました。毎年お会いする顔なじみのお客様も多くおり、

お客様の声を直接お聞きすることので・きる貴重怠場とおっています。「去年買ったマフラー、大事に使ってるわよ。」

「お友達に差し上げたらとても喜ばれたわけ怠どおど。今後も地元のこのよう怠販売の場も大切にしていきたいです。

巾着 ￥850 

ちび巾着 ￥650 

何に対しても、とても意欲的で
向上I~\豊かな雅子さん。

日々 の努力が作昆に反映され、
今では端のそろっだきれいな織
物が安定して織れるようになり
ました。
雅子さんならではのやさしい色
合いや、やわらかいタッチは、
織物やつむぎだけでなくカルチャ
ークラスでの、給画や刺しゅうにもその才能を発揮しています。
人前にでることが苦手だった雅子さんですが、このごろは踊り
の発表会でもソロを踊り、ますます自信がついてきたようです。
これからもいろんなことに挑戦していきましょうね・

さとうまさこ

佐藤雅子さん



Jやお aザ τHi三 くづ2・iiii O iミi〈築)>;S; 筏 O\~j

づくりヂのこだわりがオモシロい、素材や色、かたちがオモシロい。

どこか『笑い」を誘う、獄後i私設でつ〈られたアート雑貨を

CHI.RORIがセレクトし、ギフト・ショーでお届けしますn

~'... . ~倍、前

CHlROHI はこれまで小売!占として、施設のアート雑貨を楽良町でI~売してきました。

今後、新たな流通0)機会を婚やしていくために、

本艇をプロモーションイペントとして金問iしました捻

この機会にぜひ、ひとつひとつ設備のちがう毒症銀に触れてみて〈ださい窃

*なお、会場では雑貨の販売はいたしませんので、ご了承ください。

bl+¥": 2(lH)今、 :~ J~ !1 f~ L..t ~，ボ J 令 l l .rj (:+:) 1'f} :un ..."" "t.'1. :;t~ :n {l JiEl ~立~.}おj ま\つ

会~~;~ -: .. -r〆1f- LA付金;424b足。 Ji>i!S r総 C\(，~'l }\iみ~ .>fシタν 手 :.v':~ '，l.:ん 予が 7 晶 L 言 、 JIf{:t告!u

目、が合えば'ドキッとしちゃう お友達

どこか寄っけがありつつも、ォシャレで

キユヂト。窓辺にぶら下げればどこからか署長せ

を運んでくるぜそんなファンタジー牢世界も

輩。，1;;似合ってじまうザンシーちゃん。自称

コワカワ孫。

手繰り・フ+Jvトなどのものづくりをする

八蕊子生活館ははLハギレや、からまった糸・の

もじゃもじゃ守、古いボタンなんかがごろごろと

あふれτいます。ともすれば捨てられてしまう

ものたちを、「もったいないjと一人のスタッ7が

かき集め、生まれたのがザンシ4 ちゃんです。l

ひとつずっちがう頼、ファッションをしている

けれど、どれもどこかで会ったことがある

ような…?友達の誰々ちゃん?瞥見た外国

映画のヒロイン?などと懐かしいような親しみ、

を感じさせます。

来てほしい 議いブ叩ツの 女子大生

好きな意糞はfブーツJrギャJL-J r女子大

生j。という湯村高太郎さんにしかっ〈れ立い

趨オリジナルのカードです。

フーツをはいたロングヘアの会の入にボラン

ティアに来てほしい、との強い患いを込めて、

議村さんはフリーハンドでぎくさくと、文字を

切り強いていきま"9:，，̂ 文学からのぞくのは手

織り布。布織のやわらかさと、クスッと笑える

曾襲やカタチとのバランスが絶妙ですの

護の無織の癒にメッセージを添えてもよし、

あえて煎も番かないのもよしひ選れば何か鷲

わる、そんなカを持ったカ.........ドです。お母さん

の誕生日に fギャルjとめいっぱい書かれた

カードを趨ける、そんなユーモアを演出してみ

るのはいかが'でしょう?

zaney-chSD 
創作:八王子生浴室宮(東京都λ笠子市)

繁材:ハギレ~フェルト、残9帳、古いボタン等

サイズ:約15cm

sand card 
鯵i作:八王子生活費宮{猿渡部八:E子第)

素 材:資稼E霊議、認知E量殺、みつまι紙パ11.0訳書聖糸、手織り布

サイズ:約150m...... 

『トライアル '60 ~重度障害者 60歳からの再挑戦-A 大須賀郁夫

八王子で重度重複障がい児者の地域支援をしている第 2若駒グループ。代表で、 CESの立

ち上げ時には理事を務めていただいた大須賀裕子さんのご主人であり、八王子のいや日本

の障害者運動をリードしてきた大須賀郁夫さんが、昨年 11月にご逝去されました。

この度、生前のブログや手記が一冊の本にまとめられました。

文中の「バリアフリーは人を善良にするj という言葉に象徴されるように、人の善良さを

信じて生きられた方と思います。障害者運動に関わる方はもちろんですが、むしろ障害者

運動のことなどまったく知らなかったという方にこそ読んでいただければと思います。

ちなみに、 この売上金は、第 2若駒グ、ループ。の運営資金に充てられます。

くお申し込み> 見本が「オーガニックカフェ&ベーカリーゆいまーる」にあります

下記「第 2若駒の家Jにご連絡いただければ、本をお送りいたしますので、本に同封され

ている郵便振替用紙でお支払いください。代金は、送料梱包代含めて 1冊 1，200円です。

第 2若駒の家 童話 042-642-6333 E-mai I aec02205@nifty.com 

第 9図たかおジョイントコンサートが開かれます

NPO法人サポート高尾グループ(高尾青年の家、第二高尾青年の家、第三高尾青年の家)

の合同演奏会です。ゲス トや後援会の方の発表もあるそうです。ぜひご来場ください。

O日時 :3月 13日(土)13: 00開場 13 : 30分開演 15 : 30終演(予定)

0会場:クリエイトホール 5階 (JR八王子北口徒歩 5分) *入場無料

Oプログラム:勇気 100%、ハグしちゃおう、ディズ二一メドレ一、ビリーブ etc

INTEG MTPプロジェクトVo1. 1 
春の野草摘み高尾ネイチヤーウオークとワールドカフェ

日日目テーマ r共生すること」って、なに?日日目
体もココロも動き出す春P自然をたたえる春分の週末に自然体験とダイアログ (対話)を通じて
共生や共創を楽しむ場をご用意しました。

2010年3月22日(月・祝)

【Aコース】10:00-16 :00野草摘みネイチャーウオークとワ-)レドカフェ定員20名
参加費 一般 3，500円(ガイド料~度十の会へ寄付ヘワーノレドカフェ茶菓含む)

障害者手!援をお持ちの方、中高大学生 2，000円 牢介助、付き添いの方は、一般参加費でご参加ください。

小学生以下 無料 *父兄 ・付き添いの方は、一般参加費でご参加ください。

【Bコース】14:00-16:00ワールドカフェ定員20名
ワールドカフヱは、一言でいうなら「くつろいだ環境で、何かにフォーカスをあてて対話する」手法。

テーブルごとに4山 5人で話合い、 20-30分ごとに好きなテーブルに移動しながら、話をつづけます。

初めて会った人とも、いつのまにか自然に話せるようになりますから、心配ありません P
急激な変化の起こっている現在、世界中のあちこちで「対話の力」が見直されています。ワールドカフェは、

「とにかく楽しいTJと、いろいろな参加者が感じています。ぜひ体験してみてください!

参加費マ一般2，500円(茶菓含む)

障害者手帳をお持ちの方、中高大学生 1，000円 *介助、付き添いの方は、一般参加費でご参加くださいc

小学生以下 無料ヰ父兄・付き添いの方l土、一般参加費でご参加ください

主催:INTEG <:http://web.mac.com/terangal:>←タイコク ラス講師の佐々木薫さんが関わっています
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品 名 サイズ 価格 数量 金額 備 考 1万円以上お買い上げの場合は、送料無料 豆腐・乳製品は原則として配送はしておりません

￥60 粉と水と塩のみのシンプルなフフンスパンタイ 品 名 サイズ 価格 撤量 金額 備 考
パタール

大 ￥160 プのパンです。ゆいまーるの基本のパンです にんじんクッキー 100g ￥370 低・無農薬栽培のものを使用しています。沖縄
1/2 ￥190 バタール生地を型」いれ山型食パンLしまし 紅茶クッキー 100g ￥370 産黒糖をはじめ厳選素材を使用していますので

食パン
ホール ￥380 た。 チヨコチップクッキー 100g ￥400 美味しさが違います。基本的には毎週月曜日に

￥110 
ょっ葉バターと黒糖の入ったほんのり甘い柔ら

アーモンドクッキー 100g ￥400 焼いています。ご贈答用詰め合わせもご予算

ブリオッシュ 大 ￥300 かめパンです。 桑の葉クッキー 100g ￥400 に応じて承っております。

山型 ￥600 ソリッドクッキー 10本 ￥310 ノンヱッグノンシュガー塩味のスァイツククッキー

レーズン
￥80 サルタナレーズン使用甘みのあるパンです。 パウンドケーキ 大 ￥1，600 ラム酒潰のレーズンクルミが入っています食べ応え

大 ￥210 焼きたてにバターが合います 11 ￥1，200 のある自慢のケーキ毎週月曜日焼成賞味期限10

￥110 カシスとくるみ入り 11カット 約60g ￥210 日間冷凍保存可能他にココア・紅茶もあります
カシス

大 ￥290 ぢ酸っぱいパンです。 ノンホモ低温殺菌 120mlピン ￥346 群馬県東毛酪農より無農薬の草を食べて育った牛さ
￥110 くるみがたつぷり。 180mlピン ￥130 んの乳製品です。定期購入すると割引があります。

くるみ
大 ￥290 クリームチーズが合います。 低温殺菌コーヒー牛乳 180mlピン ￥130 毎週・1週おきなどでも結構ですので1ヶ月単位でお

ロング ￥110 一番人気。レーズン・くるみ・自家製甘夏 生乳ヨーグルト 500ml ￥245 申込みください
ライフルーツ

大 ￥290 ビール入り。 マイルドブレンド 100g ￥420 無農薬の瑚珠豆です。お好みにお挽きします

ライいちじく
ロング ￥130 

女性の味方ドライいちじゃカシューナッツ入り。
ストロングブレンド 100g ￥420 lL・粉をご指定ください(どちらかにOを)

大 ￥260 ケーア紅茶 250g ￥1，050 煮出すチャイ等に。渋みやクセのない丸い粒の紅茶です

チーズI~ン
￥110 チェダーチーズを折り込んで燐きました表面に セイロン紅茶ティハヘyク 25pc ￥500 ふた付きバスケット入りでギフトにも最適

大 ￥290 ちょっとのぞいてるチーズがかりっとして美味P ハイビスカスティパッC 35pc 700 ビタミンC豊富なハーブナイです

ごまチーズ
￥110 

チーズとごまの香ばしい香り!要予約
カモミールティバッグ 35pc ￥700 いやしのお茶、香り高いカモミールティ

大 ￥290 

黒米パン
1/2 ~290 合鴨農法裁培の黒米を炊いて生地に混ぜ込みまし もめん豆腐 ￥220 府中・日元の気夕屋方さごんろの入厳荷選し素ま材すこ。だわり大豆豆腐10で0%す。毎週

ホール ￥580 たもちもちした食感ですできるだけ予約を! きぬ豆腐 ￥220 火曜 国産 とにが

￥80 国産蕪ごま使用軽くトーストするとごまの香り ざる旦腐 ￥367 
りの素材の持つ自然な旨味を感じて下さい!

ごま ご注文できるだけご予約をお願いしています。前週
大 ￥210 が広がります おぼろ豆腐 ￥200 の金曜4時までにお願いいたします。また、定期購入

厚揚げ 2枚入り ￥262 すると割引があります。

白あんぱん 自あん ￥180 北海道産銀手亡旦の自家製簡を使用 薄揚げ 2枚入り ￥200 

チーズおやき ￥140 フ"')オッシュ生地の中にチーズ平たく焼いたパン 国しぼり 2T入り ￥262 

おやきあんぱパ 黒能 ￥180 プリオッシュ生地の中に小豆飽平たく焼いたパン とろ豆腐 ￥273 ;直度の高いコクのあるとろとろ豆腐黒蜜かけても!

クロワッサン ￥120 食べ応えのある、人気商品です カレの壷やさい マイルド ￥609 おうちで本格カレーが20分で!ピン入りペーストです
自あんデーツシュ ￥170 ぎんでぼう豆の自家製自あん使用 カレーの壷シーフード ややからL ￥609 辛さは3穣類カレー以外にも利用できます。レシピ

ショコフデニッシュ ￥170 フェ7トレードオーカ二ックチョコを包みました カレーの壷チキン 辛い ~609 っき

りんごデーツシュ ￥170 旬のデーツシュ!できたてりんごジャム

チーズデーツシュ ￥170 チーズが中にはいったデーツシュです

ブルーペリーデーツシュ ￥170 自家製ジャムのデーツシュです

金額小計

大サイス.の倍のジャンボパンもございますパーァィや集まりなどに!要予約

*ゆいまーるのパンの消費期限は5日間・鳳米Iま3日間・デニッシュ系・あんぱん・チーズ
パンは2日間です。すぐに食べ切れない時は冷車保存をおすすめします

なお、保存料等無添加の為‘ 夏季の聞は消費期限内であっても高温多湿存通事!すお早めにお召しよがり下さい

いん13\t1i~均一しょん@ゆい孝一る 2010・3

2月末のイ トー ヨーカドー八王子屈での「手作り作品展」が無事おわ

りました。ゆいまーるのお客様にも何人かお会いすることができまし

た。 ご来居ありがとうございま した !今回で 32回を迎えたこの作品

¥ 展。 ヨーカドーでの開催も恒例となり、近くなるとヨーカドーに聞い

い合わせもあるそうです。 初 日はお天気も心配されましたが開屈と 同時にお客様

が沢山みえて、にぎわいま した。連 日、 昨年よりも人出が多かったような気 もし

ます。ゆいまーるのパンは売れ行き上々、結果完売 1焼き菓子も初めは売れゆき

がいまひとつで したが気がついてみると在庫はどんどん少なくなっていてホッと

しました。 (だって工房チーム、本当に頑張っていましたから !) 

ゆいまーるはできるかぎ り接客販売を心がけているので、期間中はスタッフや

メンバー も顔をだ し、 そしてボランティアさんにもお世話になりました。

開催中に会場で 「買って食べたらおい しかったのでまた買いにき ました」

とい う嬉しい声をいくつも聞くことができ 、すか さずお屈のご案内も ・. . p 

メンパースタッフともに本当にいつもの何倍も忙しかったで、す。でもそういう

声を直接聞ける と頑張った甲斐があるなぁと、疲労も喜び

に変わりますね。

また、 この作品展のために、値段付け ・ラベノレはりなど

の準備そして会場での売り子さんなどお手伝いいただ、いた

ボランティアのみなさま、本当にありがとうございました !

糖 ( : 他同以うがや〉クワーサ一味 :: 
苦 ¥ . などがあります』
， 1/ I--l ..!句、........

梅にはクエン酸が多く含まれていて、クエン酸は体内に吸収さ

れるとすぐ新陳代謝を促進して疲労物質として体内にたまった

乳酸などを分解し、疲労回復の効果が高いそうです。その生の

梅肉をミネラノレの豊富な黒糖に練り込んだ黒糖菓子で、 スポー

ツ後や仕事の後の疲れ直しに、またミネラノレ補給にお菓子感覚

で食べられます。携帯にも便利なチャック付ノぞッケージです

60 g 126円

が'11111•• 60g 41126 デヤァクがのノル究ダヅノ '.')/7T.1-'ので舟5タt!1.ごt~
7TM.M 60g 41126 手すですが却のJ.u!:tf.ごtt.のあ?ぷ?ご.. o 

金額小計

お名前 T 住所=電話番号

TEL FAX 

fえ己居ま白雪J• ・・本1:鎗訴されましあ!
野菜たτぷ切功、qa乙やさい、L:UJ¥.t，
国産小麦で(乍サl右℃ノやお菓子。

アUレギーの食事制限ほす応じて~;泊然派 lぷ|ラλ

多摩川本安心でま元気がも~~浩がたα1ある
それは直売所で農家のか肋、5野菜を買えたUオーガこック

食材替及さ自然食品底力事以LJJ)地域のす111地力αrとつ
fSな説翌、三でき~ぷら誰がëJ，;tdJ現に作っf浅の却功が
分か石ωを食べ品、な獄事らω中でL心にまで響く

~，lJ，'J習とぐ批せる包食材の口説つ加すでなく存在その
む城地域の争で有機的fSな担惑ぽ制苫とコ劫港立がで習己

そじて、ぜひ技伝えお，¥もっ&つ広め相羽苫情報満載のがイ|ヴッ併でき掛った

毎日通い品、晴れの日 t<=行宮U・子ともι、つLd:L~識など按ざま:t"~嘉菌防、さわい曹干
にあ切とが出会えますよヨζ

*********は似ζ よ~息|用さぜていがさままLt.:** * * * * * * * * * 
ということで !2月22日に発売された「えこたま食堂Jr-J多摩・元気ごはんの庖 70r-J

にゆいま一るも掲載されました。 (けやき出版 1365円)

名前のとおり多摩地区の隠れ家的なお庖が載っています。楽しいコラムもあります。

ゆいま一るに男本ちありますのでお茶でも飲みながら、ゆっ くりどうぞP

ぐ3ノ与の予定〉

2・9・16・23(火)キ牛乳入荷 お豆腐入荷 (4時すぎ、)

6.13・20・(土)=今土曜日セール!バウンドケーキなどがお買得!

オー・11ニ"1'1 〒192-0075 八王子市南新町 17-5田村ピノレ lF

117z.&パー拘'1- www.yuimaru.netshop@yuimaru.net 

電話 042・626・2296

Fax 042・626・2307



女新年会阻まき きらり館 彊
1月末は寒かったですね。2月 3日はいよいよ冬から春になるとしづ節分。メンバーは口々

に「豆まきをします。Jr鬼はいないけどね(笑)Jなどと言いなが ら、思い切りお豆をま

いて、その後は「こっちもね。」と、身を清める為にぽりぽりと妙り豆を頂きました。

竺与9今、んむはじめてみ 11 総 一
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三い王 2 |多0シ州、川、いしゑ ? ア 櫛 11ミ釘 1. 1"一¥ I'. 1 
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て753 |寸 μ 株主タ句史::Ji: 誕議長d 忌 | 
まケし字 '>v........ ，>...ff '~.;'l主付葵蜘み弘思決トミーさん: 11 古書 J;:71ZJ、， 、 、|

;えは引 で;肝心Jf受払広三:1| 滝川わがごl

Nきりん館のペット(?) きりん館 ; 

実はきりん館にはたくさん動物がいます。 6、いや 7匹、あれ?もっとかな。小 さいのも : 

数えたらき りがないです。最近どんどん増えてきました。金魚からカエルや犬や・ ・やっぱ

りきりん館、キ リンもいますね! ーハイ、実はどれも本物ではありませんが、とてもか

わいい大事なきりん館の仲間たち。動物は気持ちを明るく和やかにしてくれます。いつか、

本物の動物も飼いたいね、と話したりしています。 I欝葱怒れ : .~.~ 叩癌欄窓際i

!戦 ".~織 機鰍滅擁額欄 → i 長繊;一 瞬 緋'卒、、|
か 雅 i綴 ;総 畿纏綴欝務懇欝額調 撮力 k泌山選襲撃;茶番 掴 麟繁人三宮;姐聞広監霊童i
U子 怒 髪瀦懇機機磯警護 影 メ 議齢選盤機京三費留 際総数必要験室11
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E g iz:瀦欝駿察機務綴機 いン 、傘総議留鱗議雪暗いIi : 髭緩繁義議護送愛護謬務機議綴警護 いす下る議 過甑譲渡週圏麟瀦鐙議! 待機動|
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ち 臨機織機関物機麟慨 ?ん 園醒麗機議機盟締臨議藤議関長i

おひさしぶりの・.

→地域にとけこむグループ。ホーム・ケアホームの暮らし。たくさんのご近所さんに支え
られています。きりん&きらり館目親で、素敵なご近所さんを紹介していきます!

【花千里"はなせんり m 】 バス停“織物組合前"すぐ

定休日は(水)。たまに午後から営業の時もあります。

看板うさぎの“ベルたん"とお待ちしています。

今は春のお花が出そろってにぎやかよ。ぜひのぞいて行ってね。

生活館りみb.ttJ，以以J43ゐ.元匁~;..:会ふ;に江主~ Lム〉よ77h...........

とても元気で気さくなおばちゃん。朝夕あいさつを交わすのがお決まりのメンバー

さんもいます。手をふるだけでも満足。季節や 日々入れ替わるきれいな草花と、お

ばちゃんから元気をもらえる大事な憩いの場です。お互いに「がんばってね」とい

いあえる関係も大切にしたいです。お花は、たまに しか買わなし， (ごめんね)のに・・

サービスしてくれるのもとってもう れ しい!

|目立生活体験室ステップ・活動報吾|

コ之三子ッ三ブミミー一三子ィ二ノさブ (二-::>/ξう〉

『来年度は盛りだくさんで行きますよ』

今年度ち残りわずか・-ということでこの日出席レたメンバー、ボランティアさん、スタッフ

計 12名で生活館とゆいま一るの年間予定とにらめっこしながら来年度の計画をたてましだ。

まずは毎年恒例になっている行事を確認し、その後は来年度すすめ方にー工夫、-押しして実

現したいメンバー企画のことを話し合いましだ。アイディアをあたためている(らしい?)メンバ

ーが当日欠席でしたが、出席したメンバーより様々な企画が提案されまレた。

今後、担当者は企画担当者会議(仮称)をひらき、お知らせを発行レたり準備をすすめます。

メンバー企画※企画発案からお知らせ発行et cメンバー自身が中山になってすすめる企画です。

4月 お宿見(富士森公園/'

多摩動物園ヘ行こう/担当:記央、雅子 f他にちこんな企画があがっています|

5月 Oーム工場見学/担当:すみれ | ※ほんの一部ですが紹介します

6月 ケーキ(クッキー?)作り/担当:怜実|・Vo平岡さん主宰のアトリエ響へ体験参加してみたい

7'""8月 高尾ビアマウン卜/担当:すみれ

8月夏休み企画

9月 水族館ヘ行こう/担当:勝宏

1 0月 大学祭巡り/担当:高太郎

女4、5月の担当者はただいまスタッフYとお知らせ

発行の準備をしています。お楽レみに!

女8月の夏休み企画は内容が決まっていません。

アイディアをお持ちの方は声をおかげ下さい。

|2010年度ステップ行事予定|

※ 絡に楽しんでくれるボランティアさんを募集していまーす。

04ftJ29Bぽ・ ts) .多麿メーデーオ"fkffjJ6

← 「まってまーすJ(ひらおか)

-高尾山/八王子散策企画。「散歩の達人」に載ってい

るお庖にいってみよう。レポーターとして取材をし

たい

-マッサージをうけにいきたい

←・・疲れているのね。

立)11市民運動場(多摩川沼川敷)で缶ビール、ジュースとゆいまーるクッキ一等
を販売します。昨年はお天気に恵まれ売り上げも上々でした。さて今年は?
お隣のお屈の呼び込みを手伝ったり、現地Voさんとの交流ち楽しみです。

05ftJ 1 6B(.θ績をまフり
富士森公園で不用昂バザーと昨年からは生活館の小物、ゆいまーるのパンやクッキー
の販売ちしています。この日はメンパーのみんなも売り子としてがんばります。

09ftJ11Bはソノrーペ:字コーオ2
ステップ行事の中では一番人気かな?叢欲の紋企画。
昨年よりメンパーが実行委員として準備から参加しています。

02ftJ(3ftJ)ノ(~道主悠ポワツyクズさ
月1回の自由レクの成果ちあり上位入賞者がたくさんでます。
そして好プレー、珍プレーも続出します・・。

《研修》

06ftJ5B仕ゾ"'-/6B (B) tプーヌルフアース介反Bs大ぎ
今回ちすでに数名のメンパーが参加の意志を表明しています。

次回ステップミーティングは6月 12日(土)です。
一昨年は東京大会(会場はお台場の公園)でした。



h 
舎年仁入って力、ら雪が降り銀世界仁なっE日もありましEが、2月は木芽月(このめづき)、梅男月(うめみづき)とも言うそうで、そろそろ春の息

吹を感じる慣となりました.

1月、2月は、新しい年となりイベントもたくさんありました.

3月は年度末の月です.いろいろと忙しくなる時期ですが新年度!こ向けての、ラストスパートです.さ-て、がんばっていきまっしょい!

撃を~~:;為替革委
午前中はお餅をつき、普段世話になっている地域の万々に、お年賀としてお餅を配るのが毎年の恒例です。前日から米を水に浸し、当日は早朝

から準備に大忙しでした。これも毎年の恒例ですね.

今年は全部で八日つきましむお餅をつくのは体力勝負と思われがちでつき手、かえし手の世代安代がささやかれていますが、ベテランの熟練

された授がないとまだまだ美昧しいお餅はっきあがりません.

舎年ちメンバ-達は集まってくださっEポランティ7さん達や家族の方々と代わる代わるお餅をつきました。

午後は、ついだお舗をご融走仁して、新年会の室となります.

[合年も、よろしく!Jとジユースで乾杯。自己紹介と新年の抱負の発表後は、余興の始まりです。壇上仁出てきて、載ったり踊ったり。一番面白か

ったのは、ゆいま-るのメンバーとスタッフによる漫才.どっちがポケで、どっちがツッコミ?と思わずツッコミたくなるようなその様子仁、会場

が沸き立ちました:。今年(])ピyゴ(])景昂は、新年会の係りのスタッフが事前lこ「ちょっとイイわよ!Jと言うだけあってみんな満足でした。

CES、年の初めの風物詩、新年会は毎年仁ぎやかです。今年ち良い年でありますように。今年ちどうぞよろしくお願いいたします。

!弱者I務:1義務澱
余暇を楽しむ経験をということから始まった自由レクですが、メンバ-達にとっては、自由レクは仕事と遊びのメリハリのまさにイベン卜となって

いるようです.

とにかくボウリングガ楽しみ!カラオケでは何を叡おうか・什外食では伺を食べようか・パ だから仕事をがんばろうと、いう声が、チラリ

ホラリと聞こえてきます.

スタッフとしては、その期待に応えられるよう、なおさら楽しめる時間にしたいと思つてはいるのですが、メンバーによっては楽しむ気持ちが大き

すぎて侍ちきれなくてトラブjしになることもあっEりします.そんな時仁lit自分のケ7がもう少しうまくできていれば・"と悔しく思うことも、し

ばしば・・・.まE、そんな時(こはI入手がもっとあっEらなあjと思ってしまうのも事実です。一緒仁楽しんで下さる方、臨時募集中です。

舎年ち三日間、狭間駅前のイトーヨー力ド一八王子屈で、手停り作目展が開催されまし走。

八王子中の福祉団体が一堂!こ集まって、それぞれの仕事や、活動の紹介が出来る場ですe合年ち、地域のたくさんの方々があしを運んでくださ

いました.

生活館の売り場でち「きれいね.H素敵!Jなどとお褒めの言葉をいただい走り、気に入って求めて下さったり「楽しみにしていたのよJなどと、

侍っていて下さる方もいらっしゃいまし1E..ゆいま-るのバンについてち「このバンは、本物なの!Jと熱弁をふるってくださり、Iフp')な(])Jと
純粋!こ美昧しいと思って下さるお害援とふれ合える機会でちありました。

売り上げが上がるのは、もちろん嬉しいことですが、もうひとつ、生活舘とゆいま-るの仕事を見てもらえて、認めて下さる方々にIありがとう

ございますJと感謝の気持ちを直に伝えられる機会をいただけることは、本当に嬉しいことでした。


