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きづき通信です 
第１３号 ２０１７年１２月７日発行 

 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。寒さが一段と厳しくなって参りま

したが、皆様ご健勝のこととお喜び申し上げます。 

 利用者、支援者共に【笑顔で希望と誇りを持って】活動を続けております。 

≪大きな反響≫ 
平成 27 年度から始まりました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」も平成 29 年度で 3 年間の事業が終了いたします。参加者は毎年 200 名を超え、多く

の方から理解が深まったというご意見がありました。また、各講座要旨を紙面化した情報誌回覧では、お電話で取

組に対する暖かいご支援をいただきました。心の健康問題が広く共有することができ、誰もが尊重し合って互いに

支えあう地域づくりに貢献できたように感じます。皆様方のご協力に感謝申し上げます。 

≪ご協力≫ 
利用者の施設外就労場所として、都南自動車教習所様のご厚意で平成 27 年 7 月より建屋をお借りして売店の

営業をしてきました。建屋の賃料は発生せず電気代のみの経費でお借りし、教習所の先生方や生徒さんの軽食や

喫茶としてご利用して頂いておりました。しかし、きづき側の職員体制や売上状況から、やむなく今年度 8月末で閉

店いたしました。折角、教習所様のご理解とご協力をいただきましたのに申し訳ないかぎりです。今後も、いただき

ました御恩とご支援を基に更に頑張っていきたいと思っております。ありがとうございました。 

≪未来に向かって≫ 
昨年 1 月より就労移行支援事業を始めて現在まで７名の方が就労しています。職場定着支援での面談で

は皆楽しそうに仕事をしているように思います。 

これからも、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。 

≪自立生活を目指して≫ 
9月より、共同生活援助事業（グループホーム）を始めました。この事業は利用者の要望が多くあり、実現に至りま

した。地域で自立生活を目指している方を共同生活型住居で支援します。 

事業所名は「LIFE きづき」としました。平日昼間は一般就労または地域の事業所 

（移行支援事、就労継続支援等）へ通所し、それ以外の時間は自身のスタイルに 

あった生活が送れるよう援助します。場所は座間市相模が丘 1丁目で近くにはス 

ーパーや飲食店、郵便局など生活しやすい環境です。現在 5名が入居されて支 

援員のアドバイスで自立生活を送っています。入居希望の方が多くおりますので、 

今後、増室していく方向です。ご希望の方はご相談ください。 

感謝 

ご案内 



 

きづきに通われている２人の利用者さんから、きづきを利用して 

感じること・変わったことや、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、思いが伝わってきます。 

ご協力していただいた方々に感謝いたします。 

きづきを利用して１年半位になります。 

ここを利用するにあたって、体調の管理や、作業のこと、人とのかかわりなどで、始めのころ

は、うまくやっていけるかどうか不安な面がありましたが、今は、いろんな面で慣れてきたと

感じます。 

スタッフの方も、親切ですし、いろんなプログラムがあって良いと思います。 

これからも徐々に、自信をつけてやって行きたいと思います。 

 

 

ペンネーム：Ｔ.Ｇ.Ｓ  

   

不安障害、うつを患い会社を退職した。 

鬱屈とした毎日を過ごしていたところに、市の精神障害者相談支援事業より紹介されたこと

が"きづき"との出会いだ。 

当初は週に 2 日、慣れない厨房作業であったが職員様方からのご支援により何とか継続する

ことができた。 

作業を通じての変化は多岐に渡るが、とりわけ規則正しい生活習慣を取り戻したことが一番

の収穫であろう。 

現在は週に 5 日、就労移行支援事業所へと籍を移した。 

今後とも就労、自立を目指し作業に取り組みたいと思う。 

 

 

ペンネーム：やまだ  

 



 

今年の 4月からきづきスタッフになりました中野と申します。 

実は 5年程前にきづき利用者として入所し主に厨房で作業してまいりました。 

きづきのスタッフになるという夢を実現するため、少しずつですが前へ進み、今年の 4月に

非常勤、そして 9月からは常勤スタッフになることができました。 

今まできづきでは沢山の方に支えてもらい力をつけることができました。 

今度は私が支える側として皆さんを支援していきたいと思います。 

 

中野 愛子さん 

今年 5月からスタッフとしてお仕事をさせて頂いております、青木と申します。 

福祉の仕事に 10年以上携わって来ました。精神分野での仕事は初めてですが、スタッフや利

用者の皆さんから沢山の事を教えて頂きながら毎日楽しくお仕事をさせて頂いています。 

利用者の皆さんの笑顔が力になります。感謝です。 

あっという間に 6か月が過ぎ、現在はグループホーム担当で頑張っています。これからも皆

様の就労・自立に向けてお役に立てるよう努めてまいります。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

青木のり子さん 

はじめまして。9月からスタッフとしてきづきの一員となりました梶山暁子です。 

主にカフェで慣れない業務にバタバタと慌しく過ごしている毎日ですが、良い意味できづきの

人の出入りの多さと、地域との連携を含めた支援の幅の広さに大きな可能性を感じています。 

これからたくさんの人との出会いの中で、相手も自分も元気になれるような関わりを心がけ、

日々成長していけたらと思いますので、どうぞ宜しくお願いします。 

 

 

梶山暁子さん 

 



         

             

◆クリスマスについて◆ 

 

好きなクリスマスソングは何ですか？ 

・ding-dong (TOKIO) 

・クリスマス・イブ（山下達郎） 

・一緒に・・・（ＭＡＸ） 

・Winter Bells（倉木麻衣） 

・深愛（水樹奈々） 

・Hurry Xmas（L'Arc〜en〜Ciel） 

・いつかはメリークリスマス（DISH//） 

クリスマスに行きたいところ、やりたいことは何ですか？ 

・イルミネーション見に行きたいな。 

・ケンタッキー食べたい 

・清川村のクリスマスツリー 

・クリスマスケーキ（ブッシュ・ド・ノエル）を作りたい。 

・大きなクリスマスツリーを見に行きたい 

・みなとみらいのコスモワールドへ行きたい。 

何歳までサンタを信じていましたか？ 

 

きづきの利用者の皆さんに冬のイベントについて聞きました。 

皆さんどんな風に過ごすのでしょうか？ 

小学生以下 

25％ 

小学生低学年まで 

50％ 

中学生まで 

１２．５％ 

いまでも 

12.5% 

半数以上が小学生低学年まで

ですね。中には「いまでも」と

いう素敵な方もいました。 



 

 

◆2018 年 平昌(ピョンチャン)オリンピックについて◆ 

 

 

注目の競技は何ですか？ 

・スキージャンプ    ・ボブスレー 

・フィギュアスケート   ・スピードスケート 

・カーリング 

 

 

 

年末年始に行きたいところ、やりたいことは何ですか？ 

・やっぱり初詣に行っておみくじ引きたいかなぁ～。 

・あえてゲームセンター  ・福袋を買ってみたい。 

・川崎大師        ・新春セール（お買い物） 

◆年末年始について◆ 

 

 

する 

５６％ 

しない 

４４％ 

大掃除する？しない？ 年賀状を出す？出さない？ 

出す 

５６％ 

出さない 

４４％ 

初詣に行く？行かない？ 

行く 

６７％ 

行かない 

３３％ 

オリンピックを見る？見ない？ 

見る 

４４％ 

見ない 

５６％ 

見ない人も多いですね。

以外と皆さん関心が無い

のでしょうか？ 

普段から綺麗にするのが大事ですよね。 まだ出す人も多いみたいです。 

やっぱり行く人が多いですね。 



 

１ きづきには【カフェ部門】、【エコボール部門】、【ＰＣ部門】の３つの作業部門があります。 

各作業部門に関する問題です。 

？？？？？に当てはまる言葉を       から選んでください。 

 

Ｑ１．カフェメニューの薬膳弁当のごはんは「五穀米(ごこくまい)」を使用しています。 

きづきが使っている五穀は、白米・黒米(くろまい)・ひえ・？？？？？・？？？？？の 

５つです。 

 

 

 

 

Ｑ２．球児たちが一生懸命練習して、傷んでしまった練習球… 

きづきでは、そんなボールを丁寧に縫い合わせ、再び練習球として使えるように修繕して 

います。 

高校野球で使う硬式ボールは、コルクやゴムの芯に糸を巻き付け、２枚の？？？？？の革で 

おおい、丈夫な糸でぬい合わせたものです。 

 

 

 

 

Ｑ３．きづきでは年２回の通信誌発行や定期総会を行う他にインターネットでの情報発信もして 

います。 

きづきがインターネットでの情報発信に使っているのは「ホームページ」と「ざまっと」と 

「？？？？？」の３つです。 

※ざまっと…「座間市民活動サポートセンター」が運営する情報サイト 

 

 

 

 

 

きづきクイズ 

 

①だいず・ライ麦 ②あずき・はとむぎ ③あわ・押し麦 

①うし ②ひつじ ③ワニ 

①Twitter ②Facebook ③インスタグラム 

きづきって何をしているの？どんなところかな？ 

クイズにしてみました。 
 

※問題に使った情報は 2017 年 11月現在のものです 

※答えは次のページです 

 



 

２ 事業所に関する問題です。 

きづきでは４つの支援事業を行っています。 

それぞれの事業には、アルファベット 4文字で「○○○○きづき」という名前がついています。 

支援内容と事業名が正しい組み合わせになるように線を引いてみましょう。 

●計画相談支援事業所● 

～一人ひとりにあったサービスを効果的に利用するためのマネジメント～ 

障害福祉サービスの利用申請時の「サービス等利用計画案」の作成、 

サービス支給決定後の連絡調整、「サービス等利用計画」の作成を 

行います。 

この事業では利用する方の意思や人格を尊重し、常にご本人の立場で 

考え、利用者が自立した日常生活または社会生活が送れるように支援 

します。 

●共同生活援助事業所 (グループホーム)● 

～地域で自立生活を目指している方を共同生活型住居で支援～ 

地域生活を希望する方が穏やかに安心して生活ができるよう支援して 

いく自立生活の場です。 

平日昼間は一般就労または地域の事業所(移行支援、就労継続支援等)へ 

通所し、それ以外の時間は自身のスタイルにあった生活が送れるように 

援助します。 

答え １Ｑ１．③、Ｑ２．①、Ｑ３．② ２１－【４】、２－【１】、３－【２】、４－【３】 

３：計画相談支援 

【支援内容】 

１：就労移行支援 【１】ＨＯＰＥきづき 

【事業名】 

２：就労継続支援 B型 【２】ＰＬＡＮきづき 

【３】ＬＩＦＥきづき 

４：共同生活援助  
(グループホーム) 

【４】ＷＯＲＫきづき 



 

 

 

就労プログラム 2017 年 8 月 29日(火) 

7 月より就労移行支援事業の一環として就労プログラムを行っています。  

ゲストスピーカーとして神奈川県障害者雇用促進センターの佐藤守氏を講師にお迎えしました。  

仕事をしていくうえで必要とされる 5項目をその優先順位で並べている「就労準備性のピラミッド」

などについてお話いただきました。  

利用者各々が抱える問題を再認識し、これからの課題を見定めることが出来たようでした。 

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 

●共同生活援助事業所 ＬＩＦＥきづき(グループホーム) 

 

〒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 

災害用伝言ダイヤル体験会 2017年 6 月 1日(木) 

「災害用伝言ダイヤル」の体験会を行いました。 

災害発生に備えて利用方法を確認し、実際に体験をしました。  

有事の際にも利用者やご家族が安心できる様、意識を高めていきたいと思います。 

納涼祭 2017年 8 月 31 日(木) 

利用者さんに暑い夏を少しでも涼しく感じていただくため「納涼祭」を行いました。  

かき氷やヨーヨー釣り、バルーンアート、たこ焼き、わたあめなど様々な出し物を楽しみました。 

まだまだ暑い日が続いておりますが一時の涼を感じることができました。 

主な活動報告 
ジョブガイダンス 2017年 4月 27日(木) 

就労に向けて、何から始めればいいのか、どう就活していけばいいのかの講習を行いました。  

前半は就職活動の時に受けられるサポートについての説明を行い、後半は向いている仕事を 

見つけるための「自己分析」をしました。  

参加者は、自分の得意なこと・苦手なこと、性格や考え方を改めて知ることが出来たようでした。 

２回目の編集担当でしたが、今回も楽しく作成する

ことができました。 

原稿を引き受けてくれた方、アンケートに協力して

くれた方、一緒に編集を担当した T さん、本当に 

ありがとうございました。（ｂｙ Ａ・Ｙ） 

今回は、前回よりも作成に多く関わらせて頂きまし

た。分からないこともありましたが Y さんやスタッフ

さんに助けてもらいながら、試行錯誤し、色々勉強

になりました。（ｂy Ｈ・Ｔ） 


