
 

日頃より、当法人の活動にご理解とご協力をいただきまして感謝申し上げます。 
現在、利用者の皆さんは日々、自分が選択した作業部門（カフェ、パソコン、エコボール、その他）での活動、
事業所内外のイベント活動、研修活動等、社会参加活動を通して頑張っています。後述する座間市の協働
事業も社会参加活動の一つですが、その他に、主なものでは９月ハローワーク主催の就職合同面接会、１０
月ざま災害ボランティアネットワークのご協力で店内で「防災カフェ」、１１月には座間市ふるさとまつりに参加
して、行動しながら自信の蓄積をしています。 
 未来ある利用者の皆さんが、それぞれの活躍の場を見つけ、自分らしく生活できることを期待して事業を続
けていきたいと思っています。 

洲崎福祉財団様から日産ＮＶ１００クリッパーの購
入に際して助成をしていただきました。 
今までお弁当配達や買出しに使用していました軽
自動車が古くなったことや運搬する量も増えたので
購入を考えていました。 
 今後は、最新式車両で安心の運転や、より多くの
運搬が可能となって売上げアップで工賃に反映でき
るよう皆で頑張っていきたいと思います。 
 

経験を自信に 代表 岩田 文子 

未来に向かって 

27 年度に引き続き、28 年度の協働事業が終了いた
しました。（詳しくは、後日配布する協働事業情報誌を
ご覧ください）。おかげ様で大好評でした。 
１年目事業はホップ、ステップ、ジャンプのホップ（動機
づけ）期間で医療・福祉関係の講師のご講演でした。２
年目はステップ（地域広がり）期間で活躍している当事
者のご講演でした。この事業では講座補助者として利
用者も役割を担っています。受付、案内、資料配布、ア
ンケート回収、会場設定、テープ起こし、打込み等、
様々な経験が力となるよう願っています。 
 3 年目のジャンプ（企業等連携等）期間も楽しみにし
ていただければ幸いです。ご期待ください。 

2 年目の座間市相互提案型協働事業 

２０１６年１２月５日発行 

 

きづき通信 です 

こんにちは 

第 11 号

利用者が自分らしく、一歩づつ自分を信じて、笑顔で希望と誇りを持ち自分の目標が実現できるよう、支
援していきたいと考えます。認定 NPO 法人として社会的責任を果たすべく活動を続けていきたいと思いま
す。今後とも、皆様方の暖かいご支援ご協力を宜しくお願い申し上げます。 
 

運搬車両を助成していただきました 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

みんなの声 

★テーマ ~きづきを利用して~★ 

きづきで働いている仲間の皆さんから 

きづきを利用して感じる事や、いろいろなメッセージを 

寄せて頂きました。共感できる言葉や皆さんの思いが 

伝わってきます。ご協力して頂いた方々に感謝致します。 

きづきを利用して約 2 年になると思います。いろんな事を学んだと思います。 

薬の事、気にしすぎない、不安への対処の仕方、チャンスはある、まいっか精神、後悔しないなど 

まだまだ学ぶべき事はたくさんあると思います。私はパソコン作業をしているのですがとてもやり

がいがあります。 

また、簡単な事務作業等もやっていてとても楽しいです。 

心と体調がまだまだ不安定なためたまに通うのが大変だなと思うことがあります。 

それでもしばらく続けたい気持ちはあります。 

またスタッフさんたちもとても優しく、ささいな事や不安な事とかも親身になって相談に乗ってくれ

て、とてもありがたいです。 

これからも相談事とかでお世話になりますがよろしくお願いします。 

そしてスタッフのみなさん、いつも相談等ありがとうございます。 

 

ペンネーム ブルームーン 

私は 10 年弱前に、うつ病と診断されました。 

まだその頃は、精神病への偏見が強く、情報も少ない時代。 

周りからもたいした事ないと、通院する事を反対されたり、行政のサービスもわからず、苦しい年

月をすごしました。 

徐々に偏見も世間からうすれていき、自分なりに市役所などへ出向き、自立支援や、障害者手

帳、フリースペースを紹介された時には、発病してからすでに 3 年以上がすぎていました。 

フリースペースへ通い出し、サポートをうけ、「きづき」に出会う事ができ、社会復帰という大きな

目標を今はもつことができました。 

そして、今「きづき」で得たものは、「待っていてくれる人がいる」「帰る場所がある」というずっと孤

独の中にいた私にかけがいのない自分への自信です。 

スタッフの方、仲間達にかこまれながら、いつの日か夢をかなえる為に、日々病気ともつきあいな

がら、私を支えてくれる「きづき」に感謝です。 

                            ペンネーム sora 



 
 
 

○スタッフ紹介○    太田洋子 

 

入口のメニュー板を表向けにして、昼前から厨房に入るおばちゃんの太田洋子です。 

私はこれまで色んな仕事をして来ましたが定年を迎へ、暫く好きな合唱やガーデニングで時間

を過ごして来ました。合唱団ではソプラノパートを受けもち、４部合唱のハーモニーを楽しんでい

ます。 

ガーデニングは、植物の成長が面白く、夕飯の仕度も忘れてしまいます。 

そんな時に、ちょっとしたご縁で皆様とご一緒させて頂けることになりました。 

もう歳ですので、お力になれるか心配でしたが少しでもお役に立てれば嬉しいなと思っています。

今後とも、宜しくお願い致します。 

私はきづきを利用して 2 年くらいになります。 

最初の頃は週 3 日通えればいいほうでした。 

私は自分に自信がなく、人と話したりするのが苦手で、自分には他の人の様に普通に会話した

りするのは無理なんだろうなと諦めていました。 

ただ、きづきに通って他の方やスタッフの方に話しかけてもらったりしていくうち、諦めていた気持

ちが徐々に変わっていき、自分も他の人のように話せるようになりたいと、思うようになり色々な

ことに挑戦していきました。 

それまでは半日だった作業の時間を 1 日に延ばしたり、週 3 日だったのを週 5 日に増やしてい

き、前より自信も少しずつついてきた気がします。 

会話はまだまだ苦手ですが、それでも最初の頃より、声は出せるようになったかなと思います。 

今では調理の作業に挑戦し、料理も上手くなりたいと思うようになりました。 

どうやったら上手く話せるのか、どうやったら料理が上手くなるのかは 

まだまだ分かりませんが、 

これからも頑張っていきたいと思います。 

                                                     ペンネーム D.S 



 

★みんなの「お気に入り・好きなモノ」写真展★ 
みなさんに「おきにいり」なモノ「好きなモノ」を聞いてみました。 

手作りのトランクに

お気に入りの雑貨

を飾ってます。 

たまに季節や気分

に合わせて入れ替

えて楽しんでます♪

 

【Ａ．Ｙ】 

可愛い盛りの 6 歳甥っ子と

3 歳姪っ子。 

どんなワガママでも 

許せちゃう♡ 【М】 

愛猫の存在が 

私の生きがいです。 

 

【濃い灰色とうずまき】 

［左］お気に入りの曲や YouTube をこれで 

聴いています。色も形も気に入ってます。 

 

［右］家の窓から見えた三日月。とても綺麗です。 

【ムーンライト】 

【企画：猫の介猫太郎】



 

好きなカレー屋さん  

山梨県にある、カレーもコーヒーも美味しすぎる「デリーベイ」 

平塚にある、高校から通っている「キャラウェイ」 

最近はまっている、愛甲石田の「ターズ」是非!!   【カレーの王様】 

クマの鉢カバーです 

表情がかわいくて気

に入っています！ 

 

【花】 

最近はフクロウカ

フェに行くのが好

きで、とても癒さ

れてます(*^^*) 

 

【Ｈ．Ｋ】 

大好きで尊敬している漫画家さんの原稿を 

描く姿が収録されている 

DVD 付き分冊百科です 

趣味で昔漫画を書いていた私は 

創作意欲がすごく刺激されました 

 

【鈴カステラ】 

空が好きで写真を

撮り集めてます。

その中でも好きな

1 枚です。 

 

【Sora】 

ZEBRA の 

ジェルボールペン 

SARASA です。 

軽い書き味が好き

で、このシリーズを

20 年以上使ってい

ます。 

 

【チョコクロ】 



 

■あなたの好きな言葉・格言を教えて下さい。出来れば理由も

教えて下さい。 

きづきのみなさんに聞きました！ 

うーん。素敵。 

染みる言葉が沢山ありますね。とても教訓になりました！ 

イラスト：伊藤

・働かざる者食うべからず 

（理由：子育てをしている時に子供にしつけとして言ってました） 

・「あったら良いな」はなくて良い 

（理由：買い物の時にこの言葉を思い出して、無駄遣いしないようにしています）

・まあ、いいか（理由：気分転換の時） 

・自由気まま（理由：楽だし！） 

・気楽にいこう（理由：楽な気持ちで常にいたいから） 

・「当たり前」は努力しないとできない 

・人間は負けたら終わりなのではない。辞めたら終わりなのだ。 

・一期一会 

・今を生きる 

・気分転換 

・自分は自分らしく 

・その時どう動く 

・極める 

・大丈夫！！ 

・適当 

・一生懸命 

・「幸」って逆さまにしても「幸」。だから幸せの反対は不幸なんかじゃない。 

だけど、「幸」から一本取ると「辛」いになる。今の当たり前の幸せが何か一つ 

欠けたら辛い。だから今、幸せと思ってることを大切にしないといけない 

・幸せになれないんじゃなくて、幸せに気付いていないだけかも。 

【企画：伊藤】



 

Ａ？ Ｂ？ 

■究極の選択 

どうしてもほしいと思う何かを手にするには、今一番大切にしている何かを失わなけれ

ばなりません。あなたならどちらを選びますか？ 

必ずあなたにもこのような選択をつき付けられることがあるでしょう。 

■明日世界が終わるとしたら、あなたはどう過ごしますか？ 

あなたは明日世界が終わる事を知りました。 

さて、あなたは残りの時間をどう過ごますか？ 

考え方は人それぞれ。同じ考えの人もいれば、違う考え方の人もいる。世界は広いよう

で狭い。けれど、やっぱり狭いようで広いのかもしれませんね。 

・家族と一緒に過ごし、最後の晩さん…４人 

・ひたすら寝る…３人 

・好きなものをたくさん食べる…３人 

・今日、今やりたいことを全部のお金を使ってやる…２人 

・友人と過ごす…２人 

・主人とおもいっきり話す…１人 

・お世話になった人に「ありがとう」を伝える…１人 

・愛猫といちゃいちゃする…１人 

①あなたが仕事に求めるのは「やりがい」？それとも「お金」？ 

 A：給料は安いが、やりがいのある仕事…８９％ 

 B：給料は高いが、やりがいのない仕事…１１％ 

 

②あなたならどちらを選ぶ？ 

 A：給料は高いけど、すごくキツイ仕事…１６％ 

 B：給料は安いけど、ラクな仕事…８４％ 

 

③どちらの超能力が欲しい？ 

 A：痛みも感じるし、不老不死ではないが、 

どんな傷でも治す能力（相手の傷は治せない）…８９％ 

 B：未来が見える能力（見たくない未来も見えてしまう）…１１％ 



 

発行 認定特定非営利活動法人 きづき 

●多機能型事業所   

  就労移行支援事業所 WORK きづき 

  就労継続支援 B 型事業所 HOPE きづき 

●計画相談支援事業所 PLAN 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 

http://hopekizuki.sakura.ne.jp 

編集後記 
 
伊藤：私は、『だれでも見てもらえるように、また

見て見ようと思えるように』と考えて作りました。

どうでしたか？少しでも心に残ってくれたらうれ

しいです。 
 

猫の介猫太郎: スタッフの方や、私が出来なかった

部分を他の利用者さんがフォローして下さいまし

て無事完成いたしました。初めての編集作業 

やりがいがあり、とても楽しかったです。 

 

編集協力☆N.O  A.Y  D.S  M.Y☆ 

 

『防災カフェ in きづき』開催     2016 年 10 月 6 日(木) 

 

ざま災害ボランティアネットワークの方をお招きして、当カフェにて３度目となる防災カフェを

開きました。 「生き残らなければ何も始まらない」のスローガンのもと、今回は『水』をテーマに

した内容となりました。  

大規模災害時にどうやって飲み水と生活用水を確保するのか、どうやって運ぶのか、どのくら

いの量が必要なのかといったお話をして頂きました。 実際に水を入れたポリタンクをキャリー

に乗せて、運び方を教えて頂きました。 災害時の現実を知ることができ、大変ためになりまし

た。教わったことを今後に活かしていきたいです。 

 

リユース PC 寄贈式出席     2016 年 8 月２7 日(土) 

 

サニープレイス座間にて開かれた「第１３回かながわイーパーツリユースＰＣ寄贈プログラム」の

寄贈式に出席し、リユースＰＣを寄贈していただきました。  

セキュリティ講習会、座間市のＰＲ、「アナログファンディング！」や交流会も行われました。  

団体ごとに作成した紹介ポスターに仮想通貨を投げ銭していく「アナログファンディング！」 

では、4 位に入賞し、賞品を頂きました。  

寄贈して頂いたＰＣを就労支援活動に活かして行きたいと思います。 

 

第３３回社協福祉まつり参加   2016 年 9 月 3 日(土) 

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社協福祉まつりに、今

年も模擬店を出店しました。  

今年は練乳かき氷とアイス今川焼を販売しました。 当日は天気にも恵まれ、特にかき氷は

好評で完売しました。 

多くのお客様にお越し頂き、充実した 1 日となりました。 

活動報告 


