
 

代表 岩田文子 

 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。 

多くの日本人が楽しみにしている桜の季節も終わり、若葉が心を癒してくれる季節となりましたが、皆様ご健勝のこ

ととお喜び申し上げます。 

 さて、先月 27日には当法人の総会が無事終了いたしました。お忙しいところ、ご参加いただきまして皆様には深

く御礼申し上げます。総会後のアトラクションでは、ピアチェーレ様のギター演奏、ギターに合わせた懐かしい曲目

に皆様が楽しそうに歌われ、アッという間のひと時で楽しい時間を過ごすことが出来ました。 

         

当法人は色々な方々に支えられて今日に至っております。ここ数年、総会後のアトラクションを多くの皆様にご

協力いただきました。また、ギャラリーでも様々な団体様がカフェ店の白い壁を飾っていただいております。ギャラ

リー、伝言板は無償でご利用できます。ご希望の方はぜひ、お声がけください。活動を障がい者の就労訓練の場

としていますが、社会参加の一環、社会理解を深める場、地域でともに生活するノーマライゼーション社会を目指

しています。これからも頑張って活動を続けて参りますのでご支援ご協力を宜しくお願い申し上げます。 

 

 

「就労移行支援」 

 

移行支援事業は、「働きたい」の応援です。 

昨年度、特例子会社と一般就労に、移行支援登録者の

男女 1名ずつ就労し、継続して頑張っています。現在も

数名の登録者が就労を目指して活動を続けています。 

 
（例）・基礎体力の向上や集中力、持続力等の習得 

・適正や課題の把握 
・パソコン操作や作業の訓練 
・応募書類作成のサポートや面接対策等の支援 

など、情報提供をしながら就職活動支援や就職後、  

長く働き続けるための支援をしています。 

 

 

  

今年度のテーマは「働く」 
３期目となる座間市相互提案型協働事業を実

施します。心身の健康問題の共有・普及啓発を目

的にした活動です。1 年目は『医療福祉』、2 年目

は『活躍している当事者』をテーマに行いました。 

詳細は、チラシをご覧ください。 

・・・・・・・・皆で頑張ります・・・・・・・・・ 

こんにちは 

きづき通信 です 

第 12号 ２０１７年６月７日発行 

 

今まで都南自動者教習所の作業を主に行って

いた中野愛子さんが4月から非常勤職員になり

ました。頑張りました。宜しくお願いします。 

似顔絵：ARA 



 

～テーマ『きづきを利用して』～ 
 

きづきに通われている皆さんから 
きづきを利用して感じる事や、いろいろなメッセージを 

寄せていただきました。 
共感できる言葉や皆さんの思いが伝わってきます。 

 

私は中学生の頃、イジメにあい、それから人の視線が気になりはじめたのが最初で、20歳の時に
抑うつになり、当時の友人のすすめで、精神科を受診しまして、「統合失調症」と診断されました。 
今は、精神障碍者保健福祉手帳 2級を取得しています。 
きづきにお世話になるまでは、色んな事業所を転々としましたが、前の事業所が閉鎖することに
なり、そこのスタッフの紹介できづきを知りました。 
きづきに入って、スタッフの方、利用者の方々、みんな親切で、作業内容も自分がやりたい事をや
らせていただいているので、社会復帰するまで、きづきにお世話になろうと、思っています。 
I will do my best!! 

ペンネーム：Jix 

私はきづきを利用し始めて約 1年半になります。 
このきづき通信のみんなの声を書く順番が自分に回ってきて、利用し始めてそれなりに時間が
経ったのだなと感じています。 
きづきに来る前は、ほとんどを自宅で過ごして長く活動しない日が続いていました。 
そんななかで、きづきは久々の活動の場となりました。 
以前の居場所ではなかなかうまくいかないことが多く、今回も駄目だろうと思いながらのチャレン
ジでしたが、今回は B型事業所ということもあり、工賃をもらって働いているので、以前ほどの居
心地の悪さはありませんでした。 
他の利用者さんも比較的、物静かで落ち着いた方が多いことも安心できる要因の一つでした。 
スタッフさんも親切で優しいので安心して通うことができていると思います。 
利用している日数や時間が少ない自分ではありますが、これからもきづきに通いつつ 
少しでも前に進めればと思っています。 

ペンネーム：H.T. 
 

きづきを利用して 2年位経ったと思います。病気の方はまだまだですが、きづきの利用には少し
ずつ慣れてきたと思います。 
ここに来る前は、病気や、薬、不安や調子がわからなくて大変でした。 
今も自分の病気についてはまだ若干わからないですが、きづきに来てから病気や不安な事を無
理に隠さずいられる場所で安心だし、とても数少ない貴重な場所だと思います。スタッフさんたち
も作業の方法をわかりやすく教えてくれたり、少しの不安でも聞いてくださり、感謝しています。 
きづきで時々開かれるさまざまなイベントやプログラムとかもどんどんこれから積極的に、参加
していきたいです。行動する力もつけていきたいです。 
優しいスタッフさんたちに囲まれ、病気と向き合う気持ちも出てきたと思います。 
これからもいろいろお世話になりますがよろしくお願いします。 

ペンネーム：AQUA 

みんなの声 
 



 

利用し始めて 2年半くらいになります。 
週 2日、PC室作業をしていますが、体調と精神面が不安定な為、月に 1、2回休んでしまったりしま
す。 
薬の副作用(ぜん息や腰痛の薬も有り)が強く眠気が出てしまい、どうしても支障をきたしたりもし
ています。でもミスをしたりしない用に取り組んでいます。 
座間市外から通所しているのでミーティング等にはほとんど参加できないので、実は未だに自分
はなじめていない気がしますが、 
これからも少しずつなじめていけたらいいと思います。 

ペンネーム：ぽにぽにぽにい 

「きづき」の強力な支援の下、幸運にも就職することが出来てから一年経ちました。 
僕は約一年間「きづき」に通所し、スタッフの方や利用者の方に本当にお世話になりましたが、
「きづき」で学んだことが、今とても役に立っています。 
まず、スタッフの方から指示されたことを理解し、正確に行うことの大切さを学びました。今の
職場では、スタッフの方から次はこれをやってください、といつも指示を受けます。その指示を的
確に把握したり、質問することによって理解して、正確・丁寧に行うことはとても重要です。 
次に、スタッフの方といつも連携をとることを学びました。スタッフの方に対して、作業の「ホウレ
ンソウ」（報告・連絡・相談）は大切です。今どのぐらい作業が進んでいるのか報告したり、どんな
所でうまく行っていないのか相談したりすることで、スタッフの方との信頼関係を築くことに結び
つき、作業を円滑に進めることが出来ます。 
最後に、悩みがある時は、いつでも相談することを学びました。気がかりなことがあると、一人で
悩んでしまいがちですが、誰かに相談することで解決したり楽になったりすることもあります。気
軽に相談できるということも能力の一つだと思います。 
僕は今の職場に一年しか働いておらず、これからどうなるかわかりませんが、感じていることを
書かせていただきました。人は人との関わりなしでは生きていけないものだと思っています。僕
は人との関わりを就労に求めましたが、就労にこだわらず「きづき」に通所することでもいいと
思います。岩田代表も言っておられるように、「きづき」という場を「うまく利用して」、お互いより
よい人生を歩みましょう！ 

ペンネーム  神奈川の田舎者 
 (きづきに１年通所され、障がい者枠で就労して 1年 1か月目) 

きづきでは、時間までにやることはあっても、自分のペースで作業できましたが、バイト先では、
任された仕事は、基本的に自分 1人で行い、時間内に終わらせなければなりません。そのため、
私はよく時間通りには終わらせることができなく、いつも、「時間を見て動いて」とか、「走って」と
か言われていました。言われ続け、凹んだ時もありましたが、早く終わらせる方法を教わったり、自
分でも考えてみたり、こつを掴んだポディションも出てきて、時間内に終わる時も少しずつです
が、いくつか出て来ました。その時は、教えてくれた方に、褒められ、嬉しかったのを覚えています。 
そもそも、私は、病気を隠して、クローズで就職しましたが、きづきでできることは、いかに効率よ
く、動線を短くすることで、早く作業が出来るよう、意識しながら出来ると良いなと思っています。 
また、バイトを続けられるのは、家族、友人、きづきや、自分を取りまく方の支えがあるからだと思
っています。 
仕事をしていくうえで、向上心を忘れませんが、その反面、いつ辞めてもいいという気持ちも多少
あります。頑張りすぎず、ある程度の開き直りもあると思います。細く長く続けるには、そういった
心構えもありだと思っています。 
後、仕事等、誰かに教わった時は、教えてくれてあたりまえとは思わず、いつも感謝の気持ちを伝
えることも大切だと感じます。 

ペンネーム  お魚のグッピー 
 (きづきに３年通所され、クローズでアルバイトを始めて 1年目) 

就職された方からのメッセージ 



 

【企画：龍】 

紙とペンを用意して、簡単に楽しめる心理テストをご紹介します。 

紙とペンを用意しましょう。 

・まずはじめに、1～11 までの数字を縦に書いて下さい。 

 

数字の横に以下を書き入れましょう。 

・1 と 2の横に、3～7 までの中で好きな数字をそれぞれ 1つ書いて下さい。 

・3 と 7の横に知っている異性の名前を書いてください。 

・4,5,6の横にそれぞれ知っている人の名前を書いてください。 

・8,9,10,11の横に歌のタイトルを書いてください。 

 

 

 

 

 

テストの回答 
さて、書けましたでしょうか。いよいよそれぞれの回答です。 
 
この心理テストの事を 2に書いた数字の人に教えて下さい。 
よいアドバイスがもらえるかも。 
 

・3に書いた人は、あなたが好き・愛してる人です。 

・7に書いた人は、好きだけど実らない恋の人です。 

・4に書いた人は、あなたが大切に思う人です。 

・5に書いた人は、あなたの事をとても理解してくれる人です。 

・6に書いた人は、あなたに幸せを運んでくれる人です。 

・8に書いた人は、3に書いた人をあらわす歌です。 

・9に書いた人は、7に書いた人をあらわす歌です。 

・10に書いた歌は、あなたの心をあらわす歌です。 

・11に書いた歌は、あなたの人生をあらわす歌です。 

いかがでしたでしょうか。 

もし、当たっていなかったとしても、身近な人の名前を入れたりするので、楽しめるのではないでしょうか。 

また、紙に書くタイプの心理テストなので、結構、深く考えてしまったりして、なかなか面白いと思います。 

ぜひ、みなさんでやってみてください♪ 

 

心理テスト 



 

休日に家で過ごしています。 
お腹が空いた時にどれを食べたいですか。 
 
A.ケーキを食べたい。 
B.サラダを食べたい。 
C.インスタント食品でいい。 
D.カレーライスが食べたい。 
 

Q1.慰め方がわかるテストをしよう 

 

Aのケーキを選んだ人は優しく慰められたいです。 
Bのサラダを選んだ人は慰めよりも放っておいて欲しいです。 
Cのインスタント食品を選んだ人は解決策を知りたいです。 
Dのカレーライスを選んだ人は励まされたいです。 
 
この心理テストでその人が落ち込んだりした時に良い関わり方が出来ますね。 

A1. 
 

大問題によりタレント業を引退することになりました。 
引退後あなたは何をして過ごしますか。 
 
A会社勤めをして過ごす。 
Bお店を作って働いて過ごす。 
C実業家になって過ごす。 
D なにもせず休んで過ごす。 

Q2.心の状態がわかるテストをしよう 

 

Aの会社勤めを選んだ人は真面目で今の生活に特に不満はないでしょう。 
Bのお店を作るのを選んだ人は向上心があり目標を今より上に設定しているでしょう。 
Cの実業家になるのを選んだ人は野心家でエネルギッシュでしょう。 
Dの休むを選んだ人は気の効く人ですが今の状態に疲れているでしょう。 
 
この心理テストでは現状に対してのモチベーションがわかります。 
目標がある人を応援したり、疲れを感じている人には優しく気にかけたり出来ますね。 

A2. 
 

最新の携帯電話を買う事にしました。 
色はピンク、紫、黄色、水色しかありません。どの色にしますか。 
 
A ピンク。 
B紫。 
C黄色。 
D水色。 

Q3.どのように人に接しているかわかるテストをしよう 

 

Aのピンクを選んだ人は広く浅く誰とでも仲良くなるでしょう。 
Bの紫を選んだ人はくせのある人でも気に入れば仲良くなりますが、一人の時間も好きでマイペースでしょう。 
Cの黄色を選んだ人は寂しがり屋ですが感情的になり人を振りまわしてしまう事があるでしょう。 
Dの水色を選んだ人は物ごとをはっきり言い合える関係が好きでしょう。 
 
この心理テストでその人の他人への態度がわかるので、その人との接し方がわかりますね。 

A3. 
 

お気に入りの花が枯れかけています。 
あなたならどうしますか？ 
 
A.ゴミ箱へ捨てる 
B.ドライフラワーにする 
C.水をやる 
D.ハサミで切る 

Q4. あなたが恋の終わりにとる行動がわかるテストをしよう 

 

Aを選んだあなた…キレイサッパリ別れられます。 
Bを選んだあなた…恋の終わりを受け入れ悪あがきをしません。 
Cを選んだあなた…相手を必至になって引き止めます。 
Dを選んだあなた…何をしでかすかわからないタイプ 

A4. 
 

↓解説は下側です！ 



 

いかがでしたでしょうか。えっ?そうなの?となる問題もあったのではないでしょうか。 
何故このようなことわざが出来たのか、由来を調べてみるのも面白いかもしれませんね。(´-ω-`)ムムム… 

知っていそうで知らないことわざを集めてみました。 

是非チャレンジしてみてください。φ(･ω･) 

※答えはページの下に載ってます。 

①正しい意味を当てよう 

A.情けをかけるとその人の為にならない 

B.情けをかけると自分の為にならない 

C.情けをかけるのはその人の為だけではない 

Q1.情けは人の為ならず 

A.あり得ない事が起こること 

B.へそで茶が沸きそうなくらい怒りで熱くなること 

C.馬鹿馬鹿しくてたまらないこと 

Q2.へそで茶を沸かす 

②( ? )に当てはまる言葉を当てよう 

Q1.悪の報いは( ? )の先 

A.髪 

B.剣 

C.針 

D.鼻 
 
意味:悪事は長続きするものではないということ 

Q2.角をためて( ? )を殺す 

A.牛 

B.鹿 

C.鬼 

D.山羊 
 
意味:少しばかりの欠点に気をとられかえって全体を悪くすること 

Q3.枯れ木も( ? )の賑わい 

A.山 

B.花 

C.森 

D.冬 
 
意味:つまらないものでも、ないよりはましだということ 

Q4.窮すれば( ? ) 

A.変ず 

B.感ず 

C.死せず 

D.通ず 
 
意味:行き詰まり困窮すると、違う活路が見えてくるということ 

Q5.月夜に( ? )を抜かれる 

A.金 

B.釜 

C.度肝 

D.魂 
 
意味:油断したために失敗することのたとえ 

 
① 
Q1.C Q2.C  
② 
Q1.C Q2.A Q3.A Q4.D Q5.B 

答え 

ことわざ問題 
【企画：K.S】 



 

きづきは喫茶店、ということで食事等に関する雑学を集めてみました。 

良ければこちらもチャレンジしてみてください( ・`д・´)φ 

※答えはページの下に載ってます。 

 

追記雑学 

満腹になっても、甘い物は別腹。という言葉を聞いたことがあると思います。 

実は本当に別腹が発生する事をご存知でしょうか? 

満腹時に好物を見ると、脳で上記問題のホルモンが分泌されます。 

これにより食欲が刺激されて胃や消化器官の運動が活発になり、 

先に食べた物を小腸に押し込んでしまいます。その分のスペースが別腹と呼ばれているものなんです。 

A.柔らかい 

B.砕けやすい 

C.短い 

D.ふわふわ 

Q2. ショートケーキの「ショート」の意味は? 

追記雑学 

ショートケーキの意味や由来は諸説あるので、詳しい説明はここでは割愛させて頂きます。 

実はショートケーキと聞いて、スポンジに生クリームをのせたケーキを想像するのは日本人だけなのです。 

日本でショートケーキが誕生したのは、1922年のことで不二家によって販売されました。 

不二家によって作られたショートケーキはスポンジを使うことにより日本人向けに改良されたのです。 

アメリカ式のショートケーキはスポンジケーキではなく、ビスケットを土台に生クリームをのせてさらにビスケットで 

挟んだケーキのことを言います。一見すると英語のようにも思えますが、海外では通じないので注意が必要です。 

 

 

…とまだまだ載せ足りないのですが、今回はこの辺で! 

また機会等あればこのような雑学クイズ等やっていきたいのでよろしければまた見ていただければと思います。 

 
Q1.D Q2.B  
 

答え 

A.ヒスタミン 

B.アドレナリン 

C.ドーパミン 

D.オレキシン 

Q1. 大好物を見ると脳内に発生する物質の名前は? 

雑学クイズ 



 

 

スカイツリー日帰りバス旅行に行きました 

今年のバス旅行は「スカイツリー」「ソラマチ」に行ってきました。  
当日はお天気に恵まれ、展望デッキからの景観を楽しむ事ができまし
た。 
ソラマチでは、昼食をとったり買い物をしたりと、時間いっぱい楽し
みました。 
 

2017 年 1月 19 日(木) 

ジョブガイダンスに参加 

ハローワーク厚木へ行き、障害者の就職状況・就職支援などのお話を聞きま
した。 
求人検索の実践、求人票の見方、履歴書の書き方など具体的に知ることがで
き、とても為になりました。 

2017 年 2月 2 日(木) 

平成２８年度 高森先生のＳＳＴ開催 

毎年ご好評いただき、今年度で 4 年目となる、平成２８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４ 相手の気持ちを
わかるために～「私の気持ちをわかってくれない」と言われたことは
ありませんか？～』全 4回の講座を開催しました。 
高森先生を中心に皆さん一緒になって、いろいろな困ったこと、苦手
なことへの対応を学べる時間となりました。 

2016 年 8月 18 日(木)、11 月 10 日(木)、12月 15 日(木) 

編集後記 

 

座間市民ふるさと祭り参加 

第３１回市民ふるさと祭りに参加しました。  
お天気に恵まれ、たくさんの人達でにぎわっていました。  
今年はからあげ、たこやき、しいたけ菌床を販売し、多くの方に来店してい
ただき、充実した１日になりました。 

2016 年 11月 20日(日) 

始めは不安しかなくて完成するかわからなかった

けど、心理テストでみなさんの心が和んでくれれ

ば、幸いです(＾▽＾)          by 龍 

問題を作りながら、自分も勉強になりました。 

見て下さる方が少しでも楽しんでいただければ幸

いです(・ω・)            by K.S 

 

はじめての経験ではありましたが、色々とご指導

賜りながらも何とか形にすることが出来たこと、

嬉しく思います。ご協力して頂いた方々に感謝致

します。            by mzk 

活動報告 

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 

 

 


