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3・17(木)'"'-'22 (火)

昨年 11月に南町に引っ越して早4ヶ月。

この広くて気持ちのいい空間になり、新たな気持ちで、

毎日手縮、手つむぎ、フ工ルトや紙すきに励んでいる

メンバーたちです。

来る3月17日から、そんなみんなの作自を一同に、

あのギャラリーYASUTAKEさんで作晶展を開催

します。「ぱた八王子生活館」のメンバーひとりひとり

の手仕事の砲を、色とりどりに咲かせて、みなさまの

お越しをお待ちしております。

.別添のフライヤーをご覧ください。

アート&クラフト

フーズ&工コロジー

チャレンジ&工ンジョイ

スロー&工ンジョイ

スロー&工ンジョイ

八王子生活館
ゆい春一る生活館
自立生活体様室ステ.，7，

ゲ比一宮市ーむきりA館

'111.-"1ホー白老句'1館
CES 

042・624・8417 insα@npoces.net TEL&FAX 〒192・0072東京都八王子南町5・13
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3月の予定 4月の予定

1 火 じ自ゅ由う 1 金 じ自ゅ由う 宇佐室誌、ミーティング

じ自ゅ由う 手径益輝(美持議、厳) ゆいまーる詮議う

3 木 じ自ゅ由う
与を義主著益 3 臼 ~< ~円 司'μ

4 金 じ自ゅ由う 午ごご後せ選ん択たくカかルるチちャゃーー 4 月 じ自ゅ由う

5 土 ゆいまーるえ営いぎ業ょう 5 火 じ自ゅ由う

6 日 6 水 じ自ゅ由う 手会嵐厳(美持議、首)1，，1"， .-:'''1 斗<: 

7 月 じ自ゅ由う 7 木 じ自ゅ由う 話芸年うぴ* 日

8 火 じ自ゅ由う 8 金 じ自ゅ由う 午ご後ご に入ゅう館かんをい祝わうか会い(クリエイト)

9 1水 じ自ゅ由う 9 土 じ自ゅ由う ゆいまーるえ営いぎ業ょう

1O!木 じ自ゅ由う *給料日 午ご後ご う運んえ営いか会い 10 臼
. 

、.

11 金 じ自ゅ由う 11 月 じ自ゅ由う

12 !土 じ自ゅ由う ゆいまーるえ営いぎ業ょう 12 I火 じ自ゅ由う

13 !日
‘-

13;水 じ自ゅ由う
M 

14 I月 じ自ゅ由う 14 木 じ自ゅ由う

15 1火 じ自ゅ由う 15 !金 じ自ゅ由う 午ごご後せ選ん択たくカかルるチちャゃーー

16 I水 じ自ゅ由う 16 !土 じ自ゅ由う ゆいまーるえ営いぎ業ょう

171木 じ自ゅ由う ギャラリーヤスタケ展てん示じか会い 171日 目、
l ・』 ， 

18 !金 じ自ゅ由う 18 月
‘ ， し春ゅん分ぶんのひ'1，、a 

日

19 I土 じ自ゅ由う ゆいまーる益義う 19 火 じ自ゅ由う

20 !日 ， 20 !水 じ自ゅ由う

21 月 『門 し春ゅん分ぷんの日ひ 21 木 じ自ゅ由う

22 1火 じ自ゅ由う 22 金 外食 午後 じ自ゅ由うレク

23 I水 じ自ゅ由う 23 !土 じ自ゅ由う ゆいまーる益義う

24;木 じ自ゅ由う

25 !金 外食 手金旨首レク 25 I月 じ自ゅ由う 健けん康こうし診んだ断ん(ゆいまーる)

26 !土 じ自ゅ由う ゆいま-るえ営いぎ業ょう 26;火 じ自ゅ由う

27 !日
ー司 - r". 

27 1水 じ自ゅ由う

28 1月 じ自ゅ由う 28 1木 じ自ゅ由う

29 I火 じ自ゅ由う 29 I金 し昭よう和わの日ひ*メーデー

30 i水 じ自ゅ由う 30 !土 じ自ゅ由う ゆいまーるえ営いぎ業ょう

31 木 じ自ゅ由う

※当初3賞91首だった嵐越さんが3有2白!こ、 11Hだった自国レクが251首に21長されました

CESでは、メンバーに対してよりきめの細かな対応をするために、また、閉鎖的怠場に怠ら怠いよう、

地域に関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ー627-0665 か info@npoces.net へお問い合わせください。

3/25・4/22(金) 自由レワ
12 : 00生活館集合・ 16:00生活館解賞

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、ボウリンク、にいっ

しょに参加してくださる方を募集していま

す。

3/4・4/15(金)選択すJlL乎ャー

13 : 00生活館集合・ 16:00生活館解賀

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。

5/15(日)福祉審つり 富士森公園
集合 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)。

<小松由佳さんプロフィール>
1982年秋田県生まれ。東海大学山岳部にてヒ
マラヤ登山に邑賞め、20代前半はヒマラヤの
美しさに惹かれる。2006年 K2(8611m・パキスタ
ン)南南東リブルートより登頂など。
次第に自然と共に生きる人聞の営みに惹かれ
るようになり、草原や沙漠を訪ねて旅を続けて
いる。普段は東京郊外の小さな牧場にて牛や
羊と働く毎日。

やさしい自然の中で太陽と土に触れ、様々な命
を感じる日々 は宝物。

f¥Oウ
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どL、今窓口井、です

今回峰、昨年白靴、エ;:....プト・イエメ--を

椛 ιをどきの宮璽展です

ウ ζ、ヨイリコー

期間 :3月7日(月)"'3月 19日(土)

11 :30"'22:00 日曜定休

会場:喫茶馬天使
八王子市明神町 3-9-4 TEL 042-646-3277 

(八王子駅・京王八王子駅から徒歩 5分)

3/1・8(火)2・9(水)3・IO(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つ

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。

旬、J小松由佳写真展



理事リレーエッセイ⑤

勝傭C体閉まもとBEitl:踏;怜5ct援できるようlc 佐藤恒夫

CES設立時から理事を勤め、今年で早 7

年目 になります。

とは言いましても、私はこれまで仕事中心

の“会社人間"で、理事就任早々日本を離

れてベトナムにいた時期があり、ほとんど

お役に立てていない“ぐうたら理事"であ

ります。

その一方で生活館メンバーで、ある佐藤香

菜子の親という顔があり、どちらかとい う

とこの顔で皆さんと接する機会のほうが多

いかもしれません。香菜子は毎 日西東京市

の自宅から遠く離れた八王子まで、通ってい

ましたが、 3年前ケアホームき らり館に入

居、週 3日は八王子に宿泊します。 そのお

かげでしょうか、八王子がぐっ と身近にな

り、そんな家族の環境変化と CESが新しい

仕組みに移り変わっていくなか、私自身よ

うやく理事としてやるべき ことが見えてき

た??というこの頃です。実際には引っ越

しのお片付けくらいかもしれません

が ・ 。

少しベトナムのお話をしましょう。

ベトナムにもハンデ、を持った方々とそれを

支える人たちがし 1ます。私の暮らしたベト

ナム最大の都市、ホーチミン市に CafeHOA 

A問 DAO(カフェ “ホア・アン ・ダオ"

「桜j という意味)という知的障害の皆さ

んが働いている喫茶庖があり ます。連日 30

度ーを超す炎天下のオアシスのようなカフェ O

メンバーの方がゆったりと持ってきてくれ

る冷たいアイスコーヒーが私のほっとする

ひとときでした。

このカフェを開いたのは Eさんという 日本

のお嬢さん。自立した生活の場が必要な障

害のある子供たちのために、気軽に人が集

まるカフェをイ乍ろう、と思い立つたのがき

っかけだそうです。香菜子を紹介 したとき、

生活館で織りをしていることをとても喜ん

でくれました。

もう 一つ。カミさんと香菜子とホイアン

としづ世界遺産の古い街を旅行したときの

こと 。 16~17 世紀に貿易で栄えたベトナム

中部の小さな街の一角に“Peoplewith 

Different Abilities" というメッセージを

見つけました。中を覗くとベトナム独特の

手作りの織物や刺繍、バッグ、木工製品な

どが並んでおり、奥の工房では若い人たち

が一生懸命働いていました。庖の名前は

fReaching OutJ。ホイアンの障害者の団

体が運営しているハンドクラ ブ トショップ

でした。気に入ったバッグを買った香菜子

にもやさしく声をかけてくれて、家庭的な

雰囲気が印象的なところでした。

私がベ トナムで見聞したことはほんのわ

ずかです。まだ発展途上の国で経済面では

決して裕福とはいえません。それを跳ね返

して、ご紹介した Caお HOAANH DAOは日本

人の力で地元にしっかり根付き、 Reaching

Outはホイアンだけでなく欧州、!など海外に

向けても積極的に活動しています。

政情も動かすというインターネットの時代、

CESも自立したコミュニティとして、世界

の同じ仲間たちとお互いに助け合うことが

できるようにしていきたいものです。

ご紹介した施設の詳細は、下記ホームページにアクセスしてみてください

Cafe HOA ANH DAO http://www.sakuravncafe.com (日本語)

Reaching Out http://www.reachingoutvietnam.com (英語)
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八王子ふれあいこどもまつり £さあさ みなさん 男ておくれ
風の子バザール始まるよ

鳳の子バザール 西の国から東の国から

南の国から北の国から
3月6日〈日〉 開演11:00

いろんな国のお誌が
いちょうホール(小ホール) いろんな国のお芝居が

前売 2000円当日 2300円 次から次へと出てくるよ)

前売親子券(幼児~小学生親子)3500円 3歳以土有料

・お申込み・お間合わせ

劇団風の子東京 TEL03 (3466) 8339 T okyo@kazenoko.co.jp 

~I チラシの給は、スタッフの伊藤瑞穂さんが描かれたものです
..・・lI>lIO<It*.....・*#iIII$.省 。布告・ 4・.. 絡 会 @・ 4砂場~ * # iII 治省~ ..~..診を訟 費t >11 e 0 @ ;診を毎0...#110.......

市民公募夢美エンナーレ入選作昂展

会期:2011年2月27日(臼)から 3月25日(金) 会場:八王子市夢美術館

開館時間:午前 10時より午後了時 休館巳:毎週月曜日(祝日の場合は開館)

観覧料:一般 300円 ※「愛の手帳J提示で無料になります。

食生活館の上西慶子さん、きりん館の大川亜紀(あじさい)さん、きらり館の石井知子さんの

作昂が展示されます。

@老母 0'診110.・@..・1¥0.脅.#.  • j惨 翁硲喝~ . .・.....>11⑮③費.. $ ..移1¥0・ &110...穆 会....;渉... . .. 41ゆ場砂場訟を惨救命@怒。

祉会福~法人武蔵野会八王子福祉セミナーのご案内

障害者が生活しやすい町ヘ~障害者の人権について考えよう~

①平成 23年 3月8日(火)13:00'"'-'16:30 (開場 12:30) 参加費:無料

一部 講師:乙武洋匡氏(1乍家)講演:Iみんなちがって、みんないい」

二部 講師:香山 リカ 氏(精神科医)講演:I共に生きるJ'"'-'誰にでも優しい町~

会 場 :八王子市学園都市センター イベントホール(八王子東急スクエアビ、ル 12階)

申し込み:希望の望 Tel:042-654-7311 Fax:042-654-7279 

②平成 23年 3月10日(木)14 :00'"'-'15:30 参加費:無料

講師:島田洋七(パーソナリティ・タレント) 講演:I人にやさしい街J

会場:いちょうホール小ホール

申し込み:八王子生活実習所 Tel:042-623-1630 Fax:042-624-7682 

e 縁者毎 #110$・ 4・・t&移1IO $9# ;f;&鯵#'"宅~ . .・.，診 .lI>..・...lI>..，告.;e<..移@・..4'<111>鯵1¥0.......!接合唱診受~ $ 

P選択カルチヤー講師・きらり館のスタッフながいみちさんの活動のお知らせです。

Pulemyu ぶれみゅう音楽企画 詳細はこちら)今http://pulemyu.web.fc2.com

お問合せ TEL&FAX 090-4248-8020 メール pulemyu8020@ezweb.ne. jp 

① 8th mamento [マメント1コンサート

201 1年 3月 21日(祝・月)1 4時 30分"-'1 6時 30分

八王子市クリエイトホール 4階スタジオ 参加費 1 0 0円

②皆川知子『 こころのうたを叡う』

古前半 :童謡詩人金子みす£ 没後 80年 ハートフルコンサート

古後半 :葉っぱのフレディ 朗読コンサート

4月 17日(日) 1 0時 30分"-'1 1時 30分開場 10時

八王子市クリエイトホール 5階ホール 参加費 500円

~ 1/1‘~ . lIII ~隆 .. 穆 4厳令穆 毒事 者~ .曹重野 $.*唱~ .lIII .. . aき.. 場。. 'iI様 。 . lIII後 ..111.....'事務綾@場鯵.. 迫撃...揚lI>. 



第 33回手作り作品展へむけて

毎年この季節になると春が近いなぁと思い

ます。早起きしても外がだいぶ明るくなりまし

た。風も暖かい南風が吹く時があります。そ

して、本当にこの手作り作品展を迎えるとし

みじみと春を感じます。

この通信が発行されているころには残念な

がら手作り作品展は終わっているのですが、

それに向けての準備を少しお伝えで、きたら

良いなぁと思います。

準備としては当日と前日も大変なのですが、

その前の準備として商品一つ一つにつけ

る、値札を作る作業があります。とても地道

な作業で大変なんです。値札は上下二つに

分かれているので、まず裏側には55(ゆい

まーるの個別番号です)のハンコを値札の上

の部分と下の部分に押して、その後表に値

段のハンコを上下に押していきます。

毎年 800枚以上の値札を使うのですが、メ

ンバーの方が一つ一つ心をこめてハンコ押

しをしてくれています。

パンは例年よりセットのパンを多めに作りま

す。セットの中にはココアパンとココアクロワ

ツサンが入っているものがあり、お客さんの

注目を集めたいと思ってます。ココアパンは

ライブレーンをベースとしてココアとオレンジ

ビールが入っています。やさしい甘さと、ココ

アの苦みがマッチしています。

.o. 

)O:: 

昨年第32&1手伊l:J作FdZSFの様子

ココアクロワッサンは普通のクロワッサンを

ベースにココアを加えました。ココアを加えた

ことで、いつもよりサクサクした触感を長く楽

しむことが出来るようになりました。また、値

段もリーズナブルに設定して幅広い人にゆ

いま-るのパンを知ってもう機会になればと

思います。

z…山一、九一……川一品…ー _._-ゐ 占単向山…泣 γ日~.:.-..v 吋 :0，........-'7.'$('... .... ょ之昆 ι 叫 H … ，一山川J川内閣~…~..;，..;:.:~.....，N恥

やっぱりグループ展は楽しいです!
・・・銀座悠玄 新春展を終えて

* * r Art & Craft 2011J 1/10"-'1/22 銀座 ギャラリー!密室**

fgzでの新春展では、 8人の作家さんたちに混ざって「ぱた」生活館の作昂を展示させていただきまし

た。今回の作昂展は、jZZの7ートディレクターである佐藤省さんがプロデユースしてくださいました。

陶芸・絵画・ 7クセサリーなど、ジ、ヤンルはそれぞれ遣うもの同士ガ¥事前打ち合わせなしで、搬入日

にはじめて一堂に会したにもかかわらず、会場全体が違和感なく、ひとつの空間に作り上げられたのは、

やはり佐藤さんのセンスによるところが大きかったと思います。ご一緒させていただいて、いろいろな意

味でとても勉強になりました。

そして何よりもうれしかったのは、外の作家さんたちに、あたたかくむかえられ、「いいね!J rすごい

ね!J r色がきれいですね!Jと純粋に生活館の作毘を認めていただけたことです。「生活館ち、なかなか

やるじゃん!? Jと感じることのできた作自展でした。

誘ってくだ、さった悠玄の佐藤さん、作家のみなさま、そして来場してくださったみなさま仁、あらため

て御礼を申し土げたい気持ちでいっぱいです。どうちありがとうございました。 (M• H) 

?き
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一「

***工房の窓から***

り め土λパ/'ろ

李怜実くん

新年度で4年自に

おる怜実くんは、色

が大好き・「この色

はサザエさん。この色

は波平さんで」・・と、

糸の色を登場人物

にたとえて、右手に

赤い糸のシャトル、

左手に黒い糸のシャ

トルを持ち、二万流のように怜実くん独自の織り方を

開発して、物語を織り上げていきます。その独特の色

合いは、まさしくここでもオンリーワンの作品です。

また、歌も大好きρで、工房から歌声が聴こえてきた

ら、それは怜実くんの歌声ですヨ0・0

L.._園田園ーー・・----ー-----ーーーーー・・副・ーーーーー・・ーーーー同国---ーー・ーー-目 a岡田



ゆ (" ~ - .lJ 盆/:g.18之さ x~20立J.li
本できるだけ1週間前にお申し込みください。配達についてはご相談ください

24時間ファックス受付中 042-626-2307 

*宅急便での配送も承ります。関東近県は一律530円。クール便ご利用の際は別途料金がかかります

ロロロ 名 サイズ 価格 数量 金額 {庸 考 1万円以上お買い上げの場合は、送料無料 豆腐・乳製品no配送はしておりません

バタール
￥60 粉と水と塩のみのシンプルなフランスパンタイ 口口日 名 サイズ 価格 数量 金額 備 考

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

食パン
112 ￥190 バタール生地を型にいれ山型食パンにしまし 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

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 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 
ょっ薬バターと黒糖の入ったほんのり甘い柔ら

桑の葉クッキー 100g ￥400 に応じて承っております。
かめパンです。

山型 ￥600 ソリッド、クッキー 10本 ￥310 ノンエッグノンシュガ一塩昧のス7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。 バウンドケーキ 大 ￥1，680 ラム酒漬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 " ￥1.260 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 "カット(118) 約60g ￥210 日間冷凍保存可能ココア・紅茶もあります
カシス

大 ￥290 甘酸っぱいパンです。 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

くるみ
￥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。

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 
無農薬の瑚球豆です。お好みにお挽きします

ライいちじく
ロング ￥130 

女性の昧方ドライいちじく・カシューナッツ入り。
ストロングブレンド 100g 半420

大 ￥260 ケニア紅茶 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

チーズパン
￥110 チエダーチーズを折り込んで焼きました表面に セイロン紅茶Tイハヘyグ 25pc ￥500 ふた付きバスケット入りでギフトにも最適

大 ￥290 ちょっとのそ.いてるチーズがかりっとして美味P J¥イピスカスァィバッグ 35pc 700 鮮やかな赤、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!
カモミールァィバッグ 35pc ￥700 いやしのお茶、香り高いカモミールナイ

大 ￥290 ミントナイナイJ心'yグ 35pc ￥700 消化促進・鎮痛効果が晶いハーブ、アイ

黒米パン
112 ￥290 合鴨農法栽培の黒米を炊いて生地に混ぜ込みまし

ホール ￥580 たもちもちした食感ですできるだけ予約を『 カレーの壷やさい 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

ごま
￥80 国産黒ごま使用軽くトーストするとごまの香り カレーの壷シー7ード やや辛い ￥609 辛さは3種類カレー以外にも利用できます。レシピ

大 ￥210 が広がります カレーの壷チキン 辛い ￥609 っき

ライブレーン
￥80 

ライ麦のはいったブレーンなパンです
カシスョナレニ〆ジジャム 210g 111，050 加リーが砂糖の30目とし、う野菜から採った果糖使用

大 ￥190 *o81多ごoジャム 210g 111，050 ぷちぷち食感の甘厳っぱい賛沢なジャムです

りんご72ーツシュ ￥170 自家製ジャムをのせたデーツシュです
自あんデーツシュ ￥170 北海道産銀手亡!iLの自家製館を使用 金額小計

チーズプーツシュ ￥170 チーズが中1::.1まいったデーツシュです 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L!要予約
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 *ゆいまーるのパンの消費期限は5日間・鳳米は3日間・デニッシュ系・あんぽん・チーズパンIま2日
マーマレードデーツシュ ￥170 自家製ジャムのプーツシュで、す 聞です。すぐに食べ切れない時は冷濠保存をおすすめします

ショコフプーツシュ ￥170 フェアトレードオーカ.ーツクチョコを包みました ~畳査是正筆怨;丞自日の1à‘亙歪の閏 l茎j自霊塑盟四であってまt高過~査灘l土怠皇めに盆BL上が!:1王室い

チーズおやき ￥140 プ1)オッシュ生地の中にチーズ平たく焼いたパン
チーズおやき フー油 ￥150 自家製食べるフー油とチーズの相性ハ.ツ子リ
おやきあんiまん 黒あん ￥180 ヌリ村山中/::/j¥R箇 … お名前
おやきあんぽん 白あん ￥180 

クロワッサン ￥120 

7リ府ン1生地の中に銀手亡あん平f::.<縫いたパン

金額 小計
食べ応えのある、人気商品です
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;14ミニカ産、農薬や化学肥料!こ頼らす栽泊された

f j77カオのパウゲーで作ったココア。

:/ 豊かなコクldそのままの倍脂肪字イブのまろやかな

: :ココアです。お砂糖控えめで作つでありますので

jお好みの甘さでお召し工がりください

Jj クッキーサービス付 380円
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:新宿昆・湾入管商昆いちいち J 護主将戦察機 jfi(• 

'1¥ 

/1‘ :・りんと‘Yユース・
秩田県 ・横手の五十嵐農園さんより 。低農薬栽培で

厳選したりんごで作られたジュースです。 1パックに

りんご 1個分の果汁。アルミパック製

185ml 147円

小

/1' 

11、
/1、

/1、
介、

-レーズンチョコ。

甘みを凝縮したレーズンとほろ苦いカカオの味わい聾かなどター

チョ コのハーモニー。芳醇なひと粒。50g 367円

/1、
11¥ 

〆1

. ，;、

/1' 

11、4砂ゆすこしよう。

・冬季のみの販売。洋風料理にもあわせやすく 作ってあります。

:ぉ肉や魚の トッピングソースのほか、なべやスープの味の

:決め手に。ギョ ーザのタ レの隠し味にも !

:ゆずの香りが豊かです。 100g 735円

• 

小

/1、
/1、

11、
11" 

11、

:・クラッカンパーしようがシナモン・ 勺隣被 均一議秘法:li、

. クラッカンとはヒエのこと 。 雑穀のヘル、ンーなステイジクタ イ フ. I~:?;:;~マ :ト
のお菓子です。 腹持ちがよくダイエ ツ ト にも 。 f ~タト海老?~~; ; ，/1

、

60g 加 al 367円 j秋田jfト
E ょぶ-".;，:-，-.， ・11、

。穀物コーヒー イン力。 むねよい 4恥 : ;、

ライ麦 ・大麦を熔煎 した、ノンカフェイン飲料です。妊婦さんからお子様まで、:/:

また、お菓子作りにも。功日排をもっと飲みたいけどねむれなくなっちゃう ~な し、

んていうときに、このインカを 2杯目 P代替瑚排に。胃腸にもやさしい飲み :，ト

物です。サッと溶けるパウダータイプ 150 g 898円 :1 
• • /1、
. !;、.， 
./1、
・、々

女イン力、力フ工lζて誠飲芝、きます 1腕i150円

•• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
オ-11ニ"1'1 〒192-0075 八王子市南新町 17 -5田村ピ、ル 1F

拘7:r.&パー拘11- www.yuimaru.net shop@yuimaru.net 

電話

Fax 
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きりん館

*南新町・年始会

w 
， 二~、

EU"LJ'1. 

t11・1忌長i

きりん館と

きらり館から

こんにちは

今年も町会の年始会がありました。メンバー2名スタッフ 1名でちょっと参加してきま した。

この 3人は皆勤賞かな。やっぱりはじめはちょっと緊張で、まずは 「今年もよろしくお願い

しますj とご挨拶。町会行事ではきまって出るおいしいおでんやお酒のおかげもあって、次

第にお話もはずんできました。きりん館で留守番をしているみんなが待ってくれていたので

今年も途中で失礼してきました。いつも温かく見守ってくださる町会のみなさまには、本当

に感謝です。帰り道、とても寒い夜でしたがおなかと心があったかく笑顔になれました。

女八王子特別支援学校(旧八王子養護学校)のみなさん

こちらも恒例となり今年で 3回目になります。進路見学(卒業後の進路 ・生活を考える)とい

うことで、きりん館 ・きらり館を見学したいと、生徒さん先生方総勢 15名ほどがみえます。

昼間なのでメンバーは出勤中 ・山、ない間にみなさんのお部屋を見ても らっていいかし ら?

の聞いにどーぞどーぞもちろん ! と余裕の 「先輩j です。「後輩」 のみなさんはたいへん

元気で、礼儀正しく素敵な若者でした。先生方の姿勢もさすがです。きりんもきらりもそれ

ぞれの良さ、 特徴があり、少しで、も参考になったらうれしいです。

きらり館

*今年も豆まき P

2月 3日は節分ですね。

きらり館でも豆まきをしました。

今年は鬼役の大川 (あじさい)さんがはりきって演じて

くれたので、勇敢なメンバーはウキウキで「鬼は外 !J 

と鬼を追し1かけていました。

「どうぞ」と豆を差し出すやさしいメンバーも・ ・・。

*4月に 1泊旅行に行きます(初です)

きらり館のメンバーとスタップで山梨方面に 1泊旅行を

計画しています。須玉の 『ハイジの村』 は春のお花が咲

く頃はとてもきれいだそうです。メンバーはアイスク リ

ームを楽しみにしているようです。

↓大沢貴美子さんが描きました

日ザ 市iえ:y~'"
-Z~~ ~.，'. . ~拝持守

護人校 i折、

， 
& 祭器i

~t... 寺 :It ::>..:;} 

議会母娘
市ゆ、一 叫叩

弘4;~. ~):..:o 品 弔ー

‘' 詐ごとみが
緋ポ44;ffがよ義語
併殺炉噌~. . ，轟 4P 撃事

|自立生活体験室ステ ップ ・活動報告|

do:N'lョ~~〆~..~:ø<2t!tζZ'/í'~J

“おめでとう!!今年もステップから優勝者がでました!"

毎年恒例の八障連主催のボウリング大会に、今回も参加団体中一番多い人数で参 i

加しました。みなさん楽しみにしていましたが、当日はあいにくの空模様…。残 i

念ながら参加のできなかったメンバーの方もいました。月 1回の自由レクでボウ i

リングを選択しているメンバーは自信満々の様にみえました。逆に年に 1回この i

大会でしかボウリングをする機会がないというヘルパーさんもいたりで、各レ

ンでは今年も珍プレー好プレーが続出し笑いの絶えない大会になりました。

表彰式では、上位入賞者はもちろん、参加した全員が景品をもらうことができ大 i

満足で、した。そして今年も優勝者がステップからでました。雪で寒い 1日でした i

が、楽しみながら運動不足解消ができたのではないでしょうか?

みなさん来年もがんばりましょう!そうそう会場の高尾スターレーンが改装され i

バリアフリーになっていて利用しやすかったです。

ステップ主催でボウリング大会を開催するのも楽しいかもしれませんね。

jステップ・ケアミーテイング(1/7)

lケア 7名とスタッフ 2名でミーテイングをおこないました。「ヒヤリハットjの考 1

1 え方や昨年 11月の生活館移転後のメンバーの様子について…。いつものf学習会 l

+ミーテイングjという流れは変わりませんが、今までよりもケアの方がたくさん i
l発言してくれたことで活気のある場になりました。今回のようにケアのみなさん i
iから様々な意見がでること。そのことをみんなで考え共有していくこと…。 この :

lことがよりよい支援につながっていくと思います。また、今回は普段使用してい i
iる調理器具や食器の使い勝手や布団の収納場所のことについての改善案もうかが i
iうことができました。利用されるメンバーの方はもちろんですが、ケアの方も気 i
j持ちよく仕事のできる環境を整えていきます。終了後はお鍋(豆乳鍋)を囲みなが i
lら、新年会もできました。



r:J品開

隔月発行の通信最後を飾る「あれやこれや」を、ゆいまーる所長水野氏から引き継いで「あれもこれ

ち」となり、早くち一年あまりが過ぎました。

毎回、通信発行の時期になると、 CESの特別な行事ではない報告を、読んでくださる皆様に伺をどの

様にお伝えすれば良いのか・-と考えることが多々あります。

というわけで、今回は自分の職場(八王子生活館〉での普段の様子をお伝えしたいと思います。

鎌護含戦燐m署警
rj¥王子生活館」の仕事は、織物・手紡ぎ・フェルト・紙漉きがあります。その中で、メインとされる

仕事が、織物です。織物と聞いて連想されるのが「トントン、パタン。のあれでしょ?同じことの繰り

返しの?Jというところで、十中八九はジ工スチャーを交えてこう言われます。

ところが、実はちがうのです!生活館のメンバーには、ひとり一台の織機を担当してもらい布を織り

上げてもらいます。メンバーとスタッフが相談しながら伺を作るか(服地、マフラー、コースター、マ

ット etc.. etc ・.)を決めて、素材と糸の色を選び、まず経糸(たていと〉を作ります。その後に織

機に縦糸を張り、同じ様に選んだ緯糸(よこいと〉を色を変えながら、経糸にはさんで布を織り上げて

ゆきます。毎日天気がちがうように、人のコンテ、ィションちちがうもの。それに、糸は生き物なので、

天気が変われば糸のコンディションち変わります。メンバー達は、そんな糸たちと真剣に向き合い、丁

寧に誠実に一枚の布を作って行くのです。

出来上がつだ布は、メンバーひとりひとりの、その時その時が織りあがった一枚の物語。織り上がっ

た布を前に「出来たよーlJと言うメンバー達の顔は、充実感に満ち溢れたちのです。

毎回、出来上がったその布は、帰りのミーテイングで端から端まで広げられ発表となります。「キレ

イ!J rお疲れ様!Jと、他のメンバー達にねぎらいの声を掛けられる時は、最高なのだろうな。

そんな魅力的な布達を、スタッフ達は商品にして行きます。ジャケット・パック etc.. etc. .カタ

チにすることで、この布達の魅力が半減してしまったら、どうしようか・・?でも、カタチにしたい!

という、布とスタッフの真剣勝負の一騎打ちです。嬉しくち楽しくちあり、苦しくちある作業ですが、

メンバーと一緒に物を作っているのだと言う楽しさは、止められない充実感があります。

rJ ¥王子生活館」のコンセプトである「ひとりひとりを大切に ひとつひとつを大切に」を踏まえ疋

上で、メンバーとスタッフが一緒にまあるくなってオンリーワンを作ってゆきたいですね。

務総戦
CESメンバーのお給料日は、毎月 10日です。お給料日前日の帰りのミーテイングでは、メンパーか

ら「明日はお給料日ですよー!Jと発表され、当日の朝のミーテイングでも「今日はお給料日ですよー!J 

と、やはりメンバーから発表されます。

当たり前のことですが、楽しみにしてくれている。嬉しいことです。

メンバーは、毎日仕事をしています。その仕事をお給料に替えるのが、スタッフの仕事。スタッフと

しても、お給料を払えることが嬉しいことなのです。

誕さ主総
私事ではありますが、 2月の某日が私の誕生日でした。 20代後半頃より、誕生日は誕生日なだけの日 .

でしたが、 rJ¥王子生活館」で働くようになってから誕生日は特別な日になりました。

メンバー達は、驚くほどに自分の近くにいる人の誕生日を覚えていて、大切にしていてくれます。

誕生日が近くなると「もうすぐ誕生日ね。」と気付かされ、誕生日当日は、朝出勤すると「おめでとう。」

と口々に声が掛かります。ミーティングの時には、「今日は00さんの誕生日です!Jと発表され、手拍

子つきのrJ¥ツビーバースディ」のプレゼント。笑顔でお祝いされると、誕生日はただ決まってめぐっ

てくるものではなく、無事に年を重ねられた大切な日なのだということを感じます。

八王子生活館スタッフ 川中道子


