こんにちは

きづき通信です
第９号

2015.12.10
0

みんなの力
代表

岩田

文子

今年の冬は、気象庁によると暖冬予測と発表されましたが、予測通り、昨年より暖かいように感じておりますが、
皆さまいかがお過ごしでしょうか。
日頃より、ご理解とご支援をいただきまして誠にありがとうございます。おかげ様で当法人も去る 10 月 24 日、
「ハーモニー座間」小ホールで 5 周年感謝音楽祭を無事開催することができました。ご出演いただきましたざまハー
モニカドレミの会様、クラシックギターアンサンブルのピアチェーレ様、ウクレレ ZAMA 様、クラリネット奏者の原
様、ママさんコーラスのプレシャスママ様、フルート奏者の堀田千秋様、座間総合高校軽音楽部様、ありがとうござ
いました。また、ご来場いただきました方々に深く御礼申し上げます。当事業所の参加した利用者達は舞台に立つ前
に練習を重ね、
「世界にたった一つだけの花」を歌いました。最後には会場の皆様と共に東日本復興ソング「花」も歌
いました。終演後、数名の方から「一生懸命大きな声で唄っている姿を見て、思わず目頭が熱くなった」というお声
を頂きました。皆様の前で歌ったことは貴重な体験として自信につながったと思います。
今年度 6 月から開催しています座間市相互提案型協働事業市民こころのバリアフリー（心の健康問題普及啓発）及
びハート・コミュニティ事業の前期が終了したしました。利用者支援者共に協力して行うことができました。
おかげ様で総数約 150 名のご参加いただきました。ありがとうございました。感想の抜粋をご紹介いたします。
＜講座内容＞
第 1 回(6 月 4 日)
第 2 回(6 月 18 日)
第 3 回(7 月 2 日)

あなたは絶対に自信がありますか、心の健康に？
健康な体を作る食事
社会の支援が大事、共生の社会を目指して

第 4 回(7 月 16 日）ハート・コミュニティスペース（出会いと交流の場）
（8 月）情報誌発行

＜感想：抜粋＞

なお、後期が来年 1 月から始まります。詳しくは

○話が身近な話題からで内容もわかりやすくて良かったです。今は何も

後のページに掲載されていますので、ご覧ください。

なくても人はちょっとした事で心に傷を持ち、そのちょっとした事が気の
持ちようで大きく落ち込み”ウツ”になってしまうと改めて知りました。

就労継続支援事業所「HOPE きづき」は、利用者それ ○1 日決済主義のお話はとっても良かったと思います。バランスの良い
ぞれが自分の個性を生かして活動できる場所です。
自分の今を認め、自分を信じて、笑顔で希望と誇りを

生活を 1 日 1 日重ねて行く事は大事ですね。心のくせ、考え方のくせ、

持ち、自分の目標が実現できるような事業所として、

自分にはどういうくせがあるのか、改めて考えてみたいと思います。

利用者、支援者共に楽しく活動を続けていきたいと

○事例をあげ、細やかやりとりがわかる内容が分かりやすかったです。

考えております。今後とも、ご支援ご協力を宜しく

○塩分を控えるテクニックのお話など参考になりました。材料も入手しや

お願い申し上げます。

すいものだったので、家で作ってみたいです。
○相手の気持ちに寄り添って、話をきくことの大切さが良く分かりました。

●テーマ～きづきを利用して～●
３人の方に、きづきを利用して、自分の中で変化したこと、良かったこと等をうかがった
ところ、きづきへの思いが伝わってくる熱いメッセージをいただきました。本当にありがと
うございました！
就労を目指して
私は、「統合失調症」を発症し、精神障害者保健福祉手帳 3 級を取得しております。
「統合失調症」とは主として若年で発病し、幻聴や妄想をともなうこともあり、現在では脳の病気とされております。見た目か
らではどこも悪そうではないと判断されやすいのですが、物事を理解するのに少し時間がかかります。コミュニケーションを取るの
にもぎこちなかったりすることがあります。
私の場合、発病当初、不眠が続き、被害妄想が出現し、抑うつ状態になりました。
今度は、多弁、不眠、気分の高揚など、そう状態になりましたが、早期治療をうけ現在ではまったくこの症状はなくなりまし
た。主治医からも回復し、就職も可能であると言われております。
現在も月 1 回の受診、服薬治療を受けています。就職を目指したリハビリのため、作業所に休むことなく通っております。心
身共に回復し、適当な休息を取ることで、健常者の方と同様働くことができると自負しております。
K.H

きづきって優しい
きづきを利用して自分の中で変化したこと。
無理をしない範囲で毎日ではないけれど作業所へ通っていること、体調を大事にすること、利用者さんのススメで日記をつけ
たり、通院の際に先生に伝えたいできごとなどを書きとめる、ノートに気持ちやしつもんなど書く。
きづきの利用者同士だからこそ理解しあえることがたくさんある。
みんなそれぞれがんばっているところ。
何よりも！きづきのお食事がおいしい、薬膳などもめずらしいから知人などにすすめていきたい。
作業所があるおかげで少しでも日中の居場所が出来てありがたいを思う、スタッフの方々もわからないことをたくさん教えてく
れるし、ささいな相談事もきちんと聞いてくださる。
サラダ

良い変化がありました
私は、2013 年の 2 月から、きづきを利用させていただいています。
その生活の中で良い変化が起こりました。
1 つ目は、段々と朝に起床できるようになり、乱れがちな生活リズムが整ってきたことです。私は、将来就職できたらと思って
いて、朝の遅刻を悔しく思って生活していくうちに早起きできるようになってきました。処方薬の副作用で眠い時もありましたが、
それも、きづきに通っているからこそ分かることができた事なのかもしれません。
2 つ目は、料理作りへの関心が生まれたことです。きづきのまかないを食べたり実際きづきで作ったり、気にいったものを家で
再現するようになってから段々調理作業が苦にならなくなってきて、今となっては週 3 で家族に夕飯をふるまうようになりました。
病気になる以前は、家事もろくに手伝えてこなかったので大きな変化だと思います。（ちょっと、この事に関しては病気してよかっ
たと思うことがたまにあります。）
3 つ目は、被害妄想が和らいできたこと。きづきは、そのためのトレーニングの場であると思います。以前は、家の中・外、ど
こも自分の敵だらけだという妄想に陥っていましたが、きづきの人達に慣れていくうち、「ここは安全な場所だったんだ」と思い
至ることができました。妄想症状や、それに近いものは、自分の中だけでためこみ、こじらせると大変なことになります。（自分が
そうなりました）所長の岩田さんは、よく利用者の人々に「思ったこと、自分のキモチを言葉にして」と仰ってくれます。それが薬
になったと思います。
4 つ目は、お祭りでの売り子、スポーツ大会、クリスマスの食事会、誕生日会などなど行事があり、楽しい時間、勉強になる
機会を与えていただいています。
最後に、きづきでのシフトは、こちらの融通が大変効くようになっています。
以前は体力作りのために通っていましたが、最近は午前の 2 時間のみ作業したらあがっています。
帰宅後、将来のための勉強や職場・学校探しをしています。そんな自由ができるのもきづきのシフト制度のおかげでもあると思
っています。…そんなかんじです。これからもよろしくお願いいたします。
ぽんちゃん

きづきの皆が何が好きなのかアンケートをしてみました。
バラエティーに富んだ回答をいただきました。
「あ、一緒だ」とうなずいたり、「これが好きなんだ」と思ったりしていだだければさいわいです。
「みんな違ってみんないい」by 金子みすず

① お薦めの音楽は、ありますか？
・きゃりーぱみゅぱみゅの曲（きらきらキラー、クレイジーパンプキンナイト等）
・久石 譲のサントラ ・COCCO

・くーちゃんの歌

・いきものがかり ・ＹＵＩ ・TM NETWORK ・aiko
・access ・サザンオールスターズ

・モーツァルト

・矢島美容室 ・EXILE

② 行きたい所は、どこですか？
・熊本の阿蘇山 ・富士山の頂上（馬の背まで登ってみたい）
・京都 ・大阪 ・新幹線、開通したら北海道に行きたいです
・沖縄 ・バリ島 ・夏の長野

・福岡 ・名古屋

③ 好きな食べ物は、何ですか？
・カレー ・カルボナーラ ・肉じゃが ・麻婆豆腐
・オムライス、グリーンピース抜き ・親子丼
・おにぎり ・すし ・和食 ・かぼちゃの煮物
・グラタン ・から揚げ

・そば

・やきとり ・しゃぶしゃぶ

・焼肉 ・蟹

④ 好きな動物は、何ですか？
・羊 ・犬（柴犬） ・リス ・猫
・ウサギ ・トイプードル ・ゴールデン

ピーナッツバターサンド

100 円

有機栽培いちごジャムサンド

100 円

からあげ（３ｹ入）

100 円

季節野菜と鶏肉のカレー

500 円

目に優しいクコの実入り
カルボナーラスパゲッティ
自家製ハーブピラフ

営業日時
毎週

水・木・金

時間

500 円
500 円

ホットコーヒー

150 円

アイスコーヒー

150 円

オレンジジュース

100 円

11：00～13：30

スタッフ紹介
藤井 さやかさん
今年の 10 月からスタッフとして働いております、藤井と
申します。
都南自動車教習所の中にある売店で接客と調理をして
おります。
大学で社会福祉学を専攻し、卒業後は児童福祉施設
で働いていました。
今秋東京から神奈川に引っ越してきたのを機に、きづ
きでお仕事をさせて頂く事となりました。
都南では利用者の方と一緒に“どうしたらお客様に喜ん
で頂けるか”を考えながらお仕事をしています。1 つ 1 つは

●都南きづき
都南自動車教習所

小さな試みで、すぐに良い結果が出ない事もありますが、
どんな経験も自分の気持ち次第で糧になると信じて頑張
っていきたいと思っています。その様な中で、お客様から
御注文を頂いたり“美味しかったよ”、とお声を掛けて頂い
た時、利用者の方の笑顔が拝見できる事が、私の 1 番の
励みになっています。
今後も利用者の皆様の就労や社会参加のお役に立てる
様頑張っていきたいと思います。どうぞ宜しくお願い致し
ます。

〒252-0021 神奈川県座間市緑ケ丘４丁目２０−１

このようなイベントを開催しました

「5 周年感謝音楽祭」
特定非営利活動法人きづきが 5 周年を迎え、皆さまのご支援ご協力に対する深い感謝の気持ちを込
めて、10 月 24 日（土）に、ハーモニーホール座間小ホールにおいて、「5 周年感謝音楽祭」を開催いた
しました。音楽祭では、7 つの団体・個人の方々が素晴らしい演奏をしてくださいました。また、最後に、
きづきが２ケ月前から練習してきた曲を合唱しました。
演奏をしてくださった方々、ご来場いただいた方々、そして日頃からご支援ご協力いただいているす
べての皆さま、本当にありがとうございます。
１０年、２０年と積み重ねていきたいと思いますので、これからもよろしくお願いいたします。

「市民こころのバリアフリー及びハートコミュニティ事業」
座間市と共催で、「市民こころのバリアフリー（心の健康問題普及啓発）及びハートコミュニティ事
業」前期全４回を６，７月に実施しました。
毎回大勢の方にご参加、ご協力いただき、誰もが暮らしやすく、誰もが輝ける社会に向けて大きな一
歩となりました。
この事業を通じ、座間市のスローガンでもある「支えあい思いやりに満ちたやすらぎのまち」を目指し
ていきたいと思っています。
後期全４回は、2016 年１，２月に開催予定です。詳しくは、次のページをご覧ください。
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座間市とＮＰＯ法人きづきが相互提案型協働事業として、平成１６年厚生労働省から
出された「こころのバリアフリー宣言」をもとに開催します。
平成２７年度 三回の講座と交流の場開催、情報誌発行 （前期・後期の２期）

第１回講座

「あなたは絶対に自信がありますか、こころの健康に？」

１月１６日（土）

午後２時～４時 定員１５０名 参加費無料

会場：サニープレイス座間３階・多目的室
講師：一般社団法人認知行動療法研修開発センター
理事長 大野 裕 氏

第２回講座（料理）

「健康な体を作る食事」

１月３０日（土）

午前１０時～午後１時 定員２０名
参加費５００円（実費のみ）

会場：座間市 市民健康センター２階・栄養指導室
講師：神代 京子 氏 （食生活改善推進団体ひまわり会）

第３回講座

「社会の支援が大事、共生の社会を目指して」

２月６日（土）

午後２時～４時 定員５０名 参加費無料

会場：座間市 市民健康センター１階・多目的ホール
講師：高森 信子 氏 （家族ＳＳＴリーダー）
理事長 鈴木 純恵 氏 （社会福祉法人らっく）

ハート・コミュニティースペース

「出会いと交流の場」

２月２０日（土）

午後２時～４時 定員５０名 参加費無料

会場：座間市 市民健康センター１階・多目的ホール

お問い合わせ・お申し込み先

座間市障がい福祉課
（FAX：046-252-7043）

主 催 座間市・認定Ｎ Ｐ Ｏ 法人きづき

◇◆活動報告◆◇
ほほえみショップ販売開始
2015 年 6 月 1 日（月）
座間市役所地下１階にある、座間市社協「ほほえみショップ」にて、弊所のお弁
当類を販売する事になりました。
昼食時のみの限定販売となりますので、市役所にお出かけの際には是非お買
い求め下さい。
ほほえみショップ http://www.zamashakyo.jp/hohoemi.html

収穫祭
2015 年 6 月 13 日（土）
ご厚意で使用させていただいている畑にて収穫祭を行いました。
バーベキューや収穫体験などを思い思いに楽しみました。
特に収穫は普段土いじりに慣れていないため、新鮮な体験でした。

平成２７年度 高森信子先生の家族ＳＳＴ開催
2015 年 8 月 8 日、９月 12 日、11 月 14 日、12 月 5 日
毎年ご好評をいただき、今年度で３年目となる、平成２７年度座間市民自主企画
講座『高森信子先生の家族ＳＳＴパート３ あなたの力が家族を変える－小さな
「ほめる」を大切に－』全４回の講座を開催いたしました。
家族ＳＳＴリーダーの高森先生と一緒に、お困りごとや悩み事を一緒に考えな
がら学んでいこうという内容でした。

第３２回社協福祉まつり参加
2015 年 9 月 23 日（水）
座間市役所ふれあい広場とサニープレイス座間敷地内で行われた福祉まつ
りに、今年もマーラーカオやハイビスカスティー販売の模擬店を出店しました。
お天気に恵まれ、快晴の空の下多くの方がお越しになり、おかげさまで早々に
完売することが出来ました。
利用者さんも積極的に販売に参加し、模擬店での販売という、普段はなかな
か出来ない特別な体験となりました。

発行 特定非営利活動法人きづき
就労継続支援Ｂ型事業所「HOPE きづき」
〒252-0021 神奈川県座間市緑ヶ丘 5-6-28
TEL:046-244-6915
FAX:046-244-6916
e-mail:hopekiduki@lagoon.ocn.ne.jp
HP:http://hopekizuki.sakura.ne.jp/

編集後記
・（ﾍﾟﾝﾈｰﾑ）ARA： 今回きづき通信編集を担当させて頂きまし
た。何とか形には、なったと思います。このたびは、貴重な経験
をさせていただきました。ありがとうございます。
・（ﾍﾟﾝﾈｰﾑ）Y・H: この通信を作成するにあたって、原稿を引き
受けてくださった方々、アンケートにご協力いただいた方々、本
当にありがとうございました。そして、何より神業的なパソコン
技術で、一緒に編集をしていただいた ARA さんに感謝です。編
集作業はとても楽しく、大きな自信につながりました。

