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 葉桜が風

になびき、

暖かな陽気

につつまれ

た平成２９

年４月２１

日、九品仏

生活実習所

の本園と中

町分場の新

入所者歓迎

会をホールで行いました。九品仏生活実習所の一員と

なった方は、本園３名と分場２名の合計５名です。  

 新入所の利用者は、式典が始まるまで食堂で待機し

ていました。その間、利用者、家族、来賓がホールに

集い、新入所者を迎えるに相応しい暖かい雰囲気で

待っていました。式典は、新入所者と家族の入場から

始まりました。主役が登場すると、会場から歓迎の拍

手が湧き出ました。入場が終わり、施設長の山内より

新入所者の日頃の様子等を紹介しました。次に、武蔵

野会理事長の高橋より挨拶、来賓を代表して世田谷区

障害者地域生活課の職員と保護者の会代表の方に祝辞

を頂きました。式典が進行し、いよいよクライマック

スになると、利用者代表の方が「おめでとうございま

す。」と歓迎の言葉を伝えました。そして４月３日か

ら共に活動をしている利用者から新入所者の方に花束

を渡すと、祝福の拍手が会場中から贈られました。式

典が終わってからも和やかな雰囲気で新入所者と来賓

者とのふれあいや、花束を持っての写真撮影が行われ

ました。 

 九品仏生活実習所・中町分場には、６月に控える一

泊旅行等、様々な行事があります。新入所の利用者に

は、多くの体験をして頂き、充実した生活が過ごせる

ように職員一同、取り組んでいきたいと思います。ま

ずは、無理をせず、一人一人のペースで生活を楽し

み、慣れて頂ければと思います。新入所者の皆様、本

当におめでとうございました。（高主）  

 

  

中町分場は、生活支援員６名と週３日勤務の看護師

１名です。室内での活動と社会資源を活かした活動を

通して、利用者の皆様が主体的に活動できるよう職員

一同で支援させて頂きます。 

管理は、齋藤栄養士が退職、村山施設長が異動

され、山内施設長が着任しました。太田栄養士

が５月から復職予定です。 
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今年度も皆さんが、様々な経験を通して、充実

した時間を過ごせるように職員一同頑張ってい

きます。よろしくお願いします。 

 

今年度は二人の新しい利用者さんを迎えました。 

みなさんが笑顔で楽しく過ごせるように、職員も

笑顔を絶やさず明るいグループにしていきたいと

思います。 

新しい仲間も増え、様々な活動を通して、

さらに笑顔の絶えないグループの雰囲気作

りを目指していきます。よろしくお願い致

します。 

  

 

 

 

２０１７．４．１現在 
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 ３月１７日（金）ボランティアの方や送迎バス

の運転手さん、添乗員さんへ日頃の感謝と、家族

の方々との交流を目的とした「桜の集い」を行い

ました。当日は天気も良く暖かい中での開催とな

りました。多くのボランティア、家族の方に足を

運んで頂き、実習所には活気が溢れていました。 

 今年度の昼食は趣向を変えて、お花見をイメー

ジしたお弁当を用意させて頂きました。一足早い

春を感じる食事となりました。 

 午後からは会場をホールへ移し、職員によるア

トラクションと一年間の利用者さんの様子をフォ

トムービーにして上映会をしました。職員のアト

ラクションでは星野源の[恋]に合わせて歌とダン

スが披露されました。ボーカルは８０年代アイド

ルをイメージした衣装に身を包み、華麗に登場。

ダンスに華を添えました。フォトムービーでは今

年度一年を振り返り、会場からは懐かしむ声も聴

かれていました。上映中の写真の中には、利用者

の方の笑顔も多く、その陰には家族やボランティ

アさんのご協力があっての事だと思いました。今

後とも引き続き、お力添えをよろしくお願い致し

ます。            （寺平） 

  

 平成29年3

月 10 日（金）

に 深沢区民 セ

ン タ ー で「玉

川 支援ねっ と

利 用 者 交 流

会」が 行 わ れ

ま し た。施 設

バ スで会場 に

到 着 し、他 施

設 の方々と 会

う と笑顔で 挨

拶 し ま し た。

昼 食はタコ ラ

イ スで少し 辛

み がありま し

た が、み な さ

ん大人の味を楽しんでいました。12時から各施

設紹介が始まりました。当施設の紹介では、職員

と一緒に利用者の方も前へ出て、自己紹介をし、

日々の活動を伝えました。みなさん堂々と発表し

ていました。13時より国境なき楽団による演奏

が 始 ま り ま し た。女 性 ア ー テ ィ ス ト の

「Coo&Satoko」さんが、オリジナルソング等

3曲を披露してくれました。手を叩き、体を揺ら

す方や静かに聴き、瞳よりぽろりと涙を流す方も

いました。演奏の後は「亜羅仁」さんによるマ

ジックショーでした。利用者も舞台に上がり、マ

ジックに参加し、テーブル浮かせに挑戦しまし

た。成功すると「すごいね！」と大興奮でした。

すてきな時間となりました。 

（萩原） 
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 社会福祉法人武蔵野会が運営する２５施設

と５つのグループホームの利用者のために、よ

り良い環境や施設の充実・施設の円滑な運営な

どを物心両面から支える組織として、武蔵野会

後援会があります。 

 使用済み切手、ベルマーク、書き損じのハガ

キの収集、１口５００円の後援会費の方法など

があります。法人経営基盤の確立を目指してい

ますのでご協力をお願い申し上げます。 

 ご協力については下記までご連絡下さい。 

 〒１９３ー０９３１   

 東京都八王子市台町１ー１９ー３ 

 電話・ＦＡＸ ０４２ー６２６－９７７２ 

  

桜色に染まっていた街中も、いつの間にか新緑輝く葉桜の季節になりました。 

九品仏生活実習所に着任する前は、八王子にある生活介護・就労継続支援B型の多機能型事業

所に勤務していました。市街地からだいぶ離れていましたが、長閑で緑豊かな地域に位置し、収

穫期には農作物を狙って野生猿や猪が出没する自然環境でした。交通の便が悪く職員は自動車通

勤でしたが、この４月から６年ぶりに電車通勤が始まりました。 

ラッシュアワーの混雑は覚悟していましたが、駅構内やホームに溢れる人の多さや流れに目が

回りそうな毎日です。でも、ちょっといいこともあります。それは、電車の中で本を読む時間が

できたことです。読もうと思って買い溜めしていた本がもうすぐ片付きそうで、次に読む本を探

しに本屋に行くのが楽しみです。 

実は八王子の前の勤務先が駒沢生活実習所だったので、世田谷はとても身近で馴染みのある場

所です。今回は玉川地区の九品仏生活実習所で働く機会をいただき、利用者の皆さん、ご家族、

地域の方々、職員との新しい出会いに恵まれて幸せに思っています。 

異動してひと月が過ぎようとしていますが、毎日が新しい事の発見です。戸惑いもあります

が、そんな時、利用者の皆さま方の笑顔に励まされ、「よし頑張るぞ！」と力が湧いてきます。

まだまだ不慣れな事ばかりですが、利用者の皆さんが安心して通所し、そして楽しく愉快に過ご

して、一日の終わりに幸せだったと感じていただけるような支援を目指していきたいと思ってい

ます。今後ともよろしくお願いいたします。                    

                                施設長 山内ゆきみ 

 4月12日に、街づくりセンター前に、小さな

動物たちとふれ合える、「ふれあい広場~移動ど

うぶつえん園~」が開かれました。ウサギ、ヤ

ギ、ヒツジ、それに小さなヒヨコたちがやってき

ました。入口で餌をもらい、手渡しであげる事が

出来、地域の子供たちは大喜びでした。 

九品仏生活実習所の利用者の方々も、恐る恐るエ

サをあげる人、物おじせずに、「かわいい」と触

りながらあげる利用者もいました。 

小さなヒヨコを手に乗せて、「小さい～」と笑顔

で楽しそうに笑っていました。           

（和久） 
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 桜もそろそろ見頃が終わり、ピンク

色から、緑色に変わり始めている事と

思います。桜は、世界中にあり、１０

００種類ほどあるそうです。それで

も、花見をするのは日本くらいだそう

です。５月になれば、次は『あやめ』

や『菖蒲』、６月には『紫陽花』が咲

き、７月を過ぎてからも、たくさんの

花が咲き誇ります。ふと見た花で季節

を感じる、日本らしい風情だと感じま

した。          （和久） 

 日常の活動（作業・クラブ活動・散策・

ビーズ・調理実習等）や季節行事（クリス

マス会・成人式・桜の集い等）に利用者の

方と一緒に過ごして下さる方、行事の時の

カメラマンを募集しています。時間、日時

は問いませんので実習所のボランティア担

当までご連絡ください。 

 

*電話 ：０３－３７０３－１５１９ 

*E-mail：m.kuhonjitu@tuba.ocn.ne.jp 

ボランティア担当 

 舘花 正岡 中沢 高主 

                    

異動 転出 村山施設長（３/３１） 

   転入 山内施設長（４/１） 

 

昇格 

主任 真野洋美 （４/１） 

 

 今年はソメイヨシノの開花宣言があってから、寒

い日が続いたので咲き始めから満開、咲き終わりま

でゆっくりと楽しめた気がします。桜は種類が豊富

で咲く時期も早咲きは12月から、遅咲きは5月ま

で、地域によって見頃も様々です。日本人ならお花

見はやっぱり、ソメイヨシノでしょうか。山登りが

好きな私は、はかない感じの山桜が好きです。 

 先日、パン屋さんでサクラあんパンというものを

買ってみました。桜の塩漬けがてっぺんに載って、

桜餅のような風味のあんが思いの他美味しいもので

した。早速、自分でも作れないかとネット検索して

みると、桜の塩漬けの作り方が、たくさん載ってい

ました。桜の種類は八重桜とのこと、まだこれから

咲き始めるので今がチャンスです！クックパッドで

見た、桜の塩漬けアレンジメニューも和洋菓子か

ら、おにぎり、鯛めしの混ぜご飯、パスタ・・幅広

く使えそうです。見て、作って、食べて楽しめるな

んて、本当に素敵な花です。週末は子供達とお花見

がてら、八重桜が入手できそうな場所を見つけに多

摩川を散歩に行きたいと思っています。 

（正岡） 

 

 施設のイベント、情報を随時更新して載せて

いますので、ぜひご覧ください。もちろん、ハ

ナミズキ各号を見る事ができます！ 
URL:http://m-kuhonjitu.sakura.ne.jp/blog/ 


