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巻頭言 

 

 今期で「川崎ふれあいの会」の監事を退任するこ

とになりました。正直 2期 6年余り、お役に立てた

かどうか疑問です。思い起こせば、前理事長の牧野

田先生に、私が現役の時勤務していた「かわさき市

民活動センター」の理事をお願いした時からの縁と

思われます。 

 ところで、精神障害者の作業所（現地域活動支援

センター）との関わりは、グループホーム「あしび

な」の運営委員としての参加が最初でした。その後、

今年 6月に理事長を退任した「喫茶ほっと」や地域

で給配食をしている「バンブーハウス」にも参加し、

関わってまいりました。バンブーハウスも来年 2月

には運営委員長を退任する予定です。 

 私は個人的には長年（20歳から 50年程）ボラン

ティア活動を続けておりますが、家族には当事者は

おらず、ひたすら他人の為に援助してまいりました

が、約 15年前、私の次男が交通事故にあいました。

お盆でたまたま通勤で乗車していたオートバイに

並走するトラックに追突され、高次脳機能障害（精

神障害者 3級）になりました。一般的な統合失調症・

心身症などとは違い、一時、脳外傷の身体障害と思

われましたが、最終的には記憶障害の精神障害者と

認定されました。 

横浜元町のレストランの正規職を追われました

が、現在、同事業所の非常勤として週 5日勤務して

おります。当時は生死をさまよい、退院後も車いす

生活か記憶障害か大変心配したものです。前者は危

惧に終わったものの、後者は未だ完全回復とはいか

ず、訓練を続けている状況です。 

 表向き、息子は正常・普通の生活を送っているよ

うに見えますが、記憶障害の重さと差別を感じ、彼

は絶えず愚痴、悩みを発しつづけ、私も日々その苦

しみを聞く役割を担っています。交通事故のみなら

ず、脳外傷・脳血管障害になった方々の苦しみを思

うと同時に、新しい障害の発生に対応が迫られてい

ます。 

 ともあれ、他人の為の人生が、少しは自分の家族

の為にと思うようになりました。若い頃、家族・家

庭を放置して自分の人生、ボランティア人生をひた

すら走っていた私にとって、厳しい試練となりまし

た。 

 最後に、何かすべての活動、関係から手を引くよ

うに思われていますが、若干、障害者作業所関係か

らの撤退以外、現在も、しこしこと活動は継続して

おります。 

地元川崎区の町内会や子ども会の役員、中原・小

杉を中心としたし・区の社会福祉協議会の役員、中

原ボランティアセンター運営委員長・相談員、なか

はらボランティア連絡会（12団体で構成）の代表な

ど、数多くの活動が待っています。 

今後とも、川崎駅から武蔵溝ノ口駅の南武線沿線

の間をバスと電車で足繁く通っていることと思われ

ます。どこかでお会いした時には、声をかけて下さ

るようお願いいたします。 

  ～私のボランティア人生～ 
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【バザー報告】 平成 29年 7月 1日～平成 30年 6月 30日 

バザー参加回数４４回 

☆売上ベスト３☆ 

第１位 『文化センターまつり』 72,020円（H30年 3月 10日）        

第２位 『文化センターまつり』 71,700円（H30年 3月 11日） 

第３位 『メルシーまつり』     70,970円（H30年 4月 21日） 

文化センターまつりでは「ふれあいのクッキーは美味しい」「安くて良い手芸品がある」と知っ

て商品を購入して下さったお客様が多く来ていただいたことで、参加したメンバーも胸を張って販

売していました。 

今後も皆様に喜ばれる製品を作りたいと思います。 

 

【活動報告】 平成 29年 7月 1 日～平成 30年 6月 30日 

  オレンジふれあいでは、エプロンや割烹着、小物製品 

やビーズ製品などを作る作業を行っています。その他、 

自家製のクッキーを作ってバザーや店舗などで販売して 

います。毎月１回金曜日には、メンバーミーティングや 

茶話会を行い、交流を深めています。 

作業だけではなく、暑気払いや忘年会などの外食会 

やクリスマス会など季節に合わせたレクリエーション 

も行っています。 

 

★オレンジを利用して良かった事、頑張っている事、こういう施設になったらいいな・・・など。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

などの声をいただきました。メンバーさんからの言葉に 

                       元気をもらいました。ご協力有難うございました♪ 

オレンジメンバーの声 

＊みんな個性的で元気で楽

しい。自分も元気をもらっ

ている。 

＊オレンジ利用で一日が充実

します。作品を丁寧に仕上げる

事を目指しています。 

＊オレンジで毎日する掃除が

家でも活かされています。 

＊みんなと協力しあって作品

を作っていきたいです。新商品

も作りたいです。 

＊オレンジの“自由さ”大

好きです。 

＊昼食会とか楽しい。バス

ハイクも行けて良かった。 

 

＊もっと店舗にお客様が来てく

れて商品を買ってくれたら良い

なぁと思います。 

＊がんばります！ 

＊オレンジに通って作業していく日々の中で、私は何よ

りも人の温かさを感じています。そのことが本当に嬉し

いです。だから、その期待を裏切らないようこれからは

まず休まない、そのことをしっかりと頭において内職・

菓子を頑張って行きます。バスハイク、皆の輪の中に入

ることが出来て美味しい食事も本当に楽しかったです。 

 

オレンジ ふれあい 
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みんなでメニューを決めています。 
買い物担当、調理担当、洗い物担当
に分かれて、昼食を一緒に食べてい
ます🍴 

水・木の午後には、工賃作業プログラム
として、コーヒー製品を作っています。 
コーヒー製品は、水出し、ドリップ、T
バッグがあります。ぜひ、お試しくださ
い。 

４月から月２回、創作プログラム
が始まりました。 
ちぎり絵、絵手紙、大人の塗り絵、
暑中お見舞い葉書きなど、 
季節物も楽しんで作っています。  

〖活動報告〗 
ふれあいでは、月曜日～金曜日に１０代～７０代の方が通所され、各種プログラム
に参加したり、フリースペースを利用して過ごしています。 

✿ ほぼ毎日行う食事会 ✿ 

✿ 工賃作業 ✿ 

✿ 創作プログラム ✿ 

ＤＶＤ鑑賞会やお散歩のプログラムはしばらくお休みしていましたが、ミーティングで要望が
あり、復活をしました！ 毎回、何のＤＶＤを見るかアンケートを採ると、用紙に書ききれない
ほどのリクエストがあります♪ お散歩も毎回場所を変えて、帽子、飲み物を用意して街を散策
しています👒 
プログラムに参加していなくても、フリースペースでおしゃべりしたり、新聞を読んだり、

昼食後に恒例のトランプで大貧民やババ抜き、進み将棋をして過ごしています。 
５月の外出レクでは、たくさんの候補地の中から横浜中華街と山下公園が決定し、電車

で行ってきました。食事中に大雨になりましたが、出る時にはすっかり止んでまし
た。中華街で食べる中華料理はやっぱりおいしかったです！ 

 

  

 

 

✿ 新人職員の紹介 ✿ 

皆さん、こんにちは！７月中旬からふれあいの職員として勤務することになりまし
た菅一平（すがいっぺい）と申します。日々メンバーさんの笑顔や季節柄の絵など
見させていただいたりと癒されています。まだ私自身未熟者ですが、メンバーさん
に助けてもらいながら成長していければと思います。趣味は体を動かすことやスポ
ーツ観戦です。皆さん、どうぞよろしくお願いします。 

 

初めて参加した
けど上手にでき
た。疲れたけど楽
しかった♪ 

ふ れ あ い 
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平成 29 年 7 月～平成 30 年 6 月のご報告 

H28.12.1にグリーンふれあいの食堂兼法人事務所が引っ越し、早いもので、もう少しで 1回目の更新を迎

えようとしています。この 1年間も、色々なことがありましたが、みなさん元気にマイペースに生活してい

ます。 

 ◍日曜日の夕食提供の開始（H29.4） 

  日曜日も平均して 5～6名の入居者が 

食べに来ています。 

 ◍入居者が 7名揃いました。（H29.6 ） 

  男性 3名、女性 4名が、１R×3部屋、 

2DK×2部屋で生活しています。 

 ◍常勤職員の交代（H29.7） 

  オレンジふれあいから異動してきました。  

★誕生会★ 誕生月の入居者のリク

エストのお店で外食を楽しんでいま

す。普段、一人では行かないお店にも

いけて、たまには外食もいいですよ

ね。川崎駅や小杉駅に出たついでに、

帰りに買い物を楽しんでいる人もい

ます(^^♪  行ったお店・・・牛角、

銚子丸、餃子の王将、すし常、エクス

ブルー 

★防災★ 避難訓練（夜間に

実施しました：6 月）、非常用

備蓄品（事務所の備蓄品、個

人の避難リュック、消火器等

の確認をしました：8 月）、防

災出前講座（水害についてお

話しいただきました：3 月） 

★季節イベント★ リクエスト

もあり、振り返ってみると年末年

始に盛りだくさんのイベントで

した！ 

クリスマス会（12 月 25 日）、年

越しそば（12 月 31 日）、おせち・

お雑煮（1 月 1 日）、お刺身（1 月

2 日） 

★入居者ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ★ 

毎月開催し、行事等に

ついて話し合ったり、

次月の予定を確認した

りしています。 

★なかはら会バスハイク★ 10 月に入居者 3

名、職員 1 名で参加しました。MM 地区へ行

き、赤レンガ班とカップヌードルミュージア

ム班に分かれ、グリーンはカップヌードルミ

ュージアムに行き、オリジナルカップヌード

ルを作りました。ランチはランドマークタワ

ーでパスタを食べ、午後は三渓園へ行きまし

た。天気も良く、海もきれいでとっても楽し

めました。また今年も楽しみです。 

 

◍サービス管理責任者の交代（H30.4 ） 

 あしびなの常勤職員が兼務となりました。 

◍非常勤職員の退職（H30.5 ） 

 10年の長きにわたりお世話になった方でし

た。送別会では皆でハンカチをプレゼントし

ました。 

グリーンふれあい 
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https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1532492044/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9yci5pbWcubmF2ZXIuanAvbWlnP3NyYz1odHRwJTNBJTJGJTJGaW1nY2MubmF2ZXIuanAlMkZrYXplJTJGcGljayUyRlVTRVIlMkZsJTJGZiUyRmxuaG52N3Ixajh2OWRlYTN3ZW1mJTJGMTAxJTJGMTZiODk5MTExYjg0ZDQyMmU4NzIzNjc3YmM5OTQyYWMuanBnJTJGMzAwJTJGNjAwJnR3aWR0aD0zMDAmdGhlaWdodD02MDAmcWx0PTgwJnJlc19mb3JtYXQ9anBnJm9wPXI-/RS=^ADBXMzuCL6EYO_LC3qeHwm2hM1dTPI-;_ylt=A2RCAwmLp1Zb9A0A4VKU3uV7;_ylu=X3oDMTBiZGdzYWtnBHZ0aWQDanBjMDAz
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1532492204/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy5pbXByb2JpYy5uZXQvZGVzaWduL2ZpbGUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTEvMTAvY2hpa2luLmpwZw--/RS=^ADB0Ut2ApJF58Ld4dprtW46SmWLJlo-;_ylt=A2RCKwEsqFZbDWgAXB.U3uV7;_ylu=X3oDMTBiZGdzYWtnBHZ0aWQDanBjMDAz
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1532492297/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2lsbHVzdHJhaW4uY29tL2ltZy93b3JrLzIwMTYvaWxsdXN0cmFpbjAyLXNhaWdhaTAzLnBuZw--/RS=^ADBO4yDyWfjhv.xG_nravNsD46wFeI-;_ylt=A2RCMZGIqFZb5CwAkEiU3uV7;_ylu=X3oDMTBiZGdzYWtnBHZ0aWQDanBjMDAz
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1532492380/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly8xLmJwLmJsb2dzcG90LmNvbS8tZTVPVXRJUzctZ2MvV2NCNXNVREo5eEkvQUFBQUFBQUJHMXMvSlBCN2I3RDBNbUlRM0pEbDhpUFc3RC1XMk5XOFphWlRRQ0xjQkdBcy9zODAwL2thaWdpX3NoaWZ1a3VfYnJhaW5zdG9ybWluZzIucG5n/RS=^ADB5Uv5M1gXeIQIamZgxslRQCrm_Sk-;_ylt=A2RCKwPcqFZbBkoAnheU3uV7;_ylu=X3oDMTBiZGdzYWtnBHZ0aWQDanBjMDAz
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 ☆★ 新非常勤職員紹介 ★☆ 

     

消防法改正で消防設備の設置基準が格段に厳しくなり、設置期限の迫る昨秋、工

事を実施ました。あしびなは民間賃貸マンション 2 建物に計 7 室をお借りしていま

す。片方の建物には、あしびな以外の方の部屋も含め計 18 室全てに各室３～４か所

（押し入れの中まで！）の配線を伴う有線の設備を設置、工事期間は約 1 カ月に及

びました。もう一方は建物全体延べ面積が 300 ㎡を下回る登記簿を管理会社の方が

見つけて下さり、借上げ部分のみの設置となりましたが、工事費総額は約 180 万円

余りを要しました。当初「工事費は国からの補助が利用できる」との話でしたが、

申請が予算を大幅に上回ったとのことで、結果的に補助金の割合は全体の 15％程

度。一部家主さんにご負担いただき大変助かりましたが、財政基盤の脆弱な当法人

にとって、とても大きな負担でした。 

事業所によっては運営の継続が危ぶまれ、新規設置のハードルが各段に高まる事

態となってしまった消防法改正。住まいであるＧＨにとって火災予防の重要性は当

然ですが、「障害をもつ方の地域での普通の暮らしを支える」場自体の運営や増設を

困難にしているとしたら、本末転倒と言わざるを得ません。 

なお、今回の工事に際し、管理会社であるクリアール様、しまだ商事様、そして

家主様に大変なご助力をいただきました。法人一同、心より御礼申し上げます。 

〖活動報告〗 

 ＊ 避難訓練を実施しました。 

    Ｈ２９.１０．５（木）水害  Ｈ３０.１．２４（水）火災（中原消防署立会）   

 ＊ Ｈ３０.１．２（火） おせちとお雑煮で新年をお祝いしました。    

 ＊ Ｈ２９．１０．１２（木）なかはら会バスハイクに、入居者 3名職員 1名で参加。 

カップヌードルミュージアムでマイカップヌードルを作ったり 

ランドマークでお洒落なランチを楽しみ、午後は三溪園を散策 

しました。 

 

＊  入居者ミーティングを２か月に１回行っています。 

✿自動火災報知設備を設置しました✿ 

はじめまして、こんにちは。 

１月から働いています田口環(たぐ

ちたまき)と申します。皆さんに助け

て頂きながら、頑張っています。自

然の中にいることが大好きです。ど

うぞよろしくお願い致します。 

綿貫ひとみです。 

料理をするのが好きな

ので、未知のメニューに

挑戦しつつ皆様との出

会いを楽しんでいます。 

写真はカップヌードルミュージアムで購入したひよこちゃんＴシャツ 

あ し び な 
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７月１２日（木）に川崎ふれあいの会４つの事業所合同でのバス旅行が開催され、利用者１９名、

職員３名の２２名が参加しました。 

🚌 バスで三崎漁港へ 🚌 

川崎駅を出発し三崎漁港へ。車中ではまず全員の自己紹介を行い、その後はカラオケを楽し 

みました。朝早い出発でしたが、たくさんの人がマイクを握り大変盛り上がりました🎤 

🍉 うらりマルシェ、まぐろ食堂七兵衛丸 🐟 

三崎漁港と言えばマグロですが、うらりマルシェでは海産物以外にも 

珍しい野菜やスイカなどの果物も販売しており、みなさん目を輝かせ 

買い物を楽しんでいました。 

七兵衛丸では新鮮なマグロなど美味しいランチにみんな大満足でした！ 

🐬 油壷マリンパーク 🐬 

 

旅行実行委員より 

参加した全員が待ち合わせ時間を守り、途中迷子になる方もいなかったので安心しました。 

7 月は暑かったと思うので、次回は春か秋に開催できたらなと思いました。他の施設のメンバ

ーと交流が出来て良かった。 

旅行担当職員より 

夏の暑い時期のバスハイク。みんなの体調が心配でしたが、そんな懸念を吹き飛ばすみんなの

笑顔がたくさん見られました。 

 今回の旅行は、反省会を含め４月下旬から計７回４名の実行委員が集まり、行き先などを話し

合い、アンケート集計や旅のしおりの作成などを協力して行い、無事開催することができました。

実行委員のみなさん、どうもありがとうございました！ 

 

 

 

参加者より 

★早く帰宅出来て良かった ★雨に降られないで良かった ★バスは快適だった  

★イルカノショーが良かった！鳴き声も良かった ★朝早かった ★お土産良かった  

★参加費が予定よりも高かった。。。総額 2,000円くらいで収まると良かった  

★カラオケ楽しかった ★帰りのトイレ休憩はなぜなくなった！？ ★次回も参加したいです 

などの感想をいただきました！ 

次回また合同レクが開催される時は今回参加出来なかった人も参加できると良いですね♪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イルカショーを観覧したり、幻想

的なクラゲに癒されたり、大きな

水槽で泳ぐサメや魚の大群に見入

ったり、あまりの暑さに売店で冷

たいアイスを食べて涼んだり、各

自自由に過ごしました♪ 

バスハイク 
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６年ぶりに復活したコーナーです！応募してくれた方、ありがとうございます☺ これをきっかけ

にみんなの知らない一面を発見したり、自分のことを発信できる場になったらいいですね♪ 

紫陽花 
 

片野亜津子さん 

 

蝉しぐれ 

NaoyA 作 

 

 

 

 

 

 ひまわり 
 

永遠の美少女Ａ 
     さん 

 

紫陽花祭り 
 

中園直美さん 

日本の王さま 

柴田篤
とく

さん 

 

 

夏祭りの帰り路 
 

Ｋ.Ｒさん 

 

カタツムリと紫陽花 

 

濵小瀧桐神山淳流毅 

花と動物たち 
 

M.Ｓさん 

蝉しぐれ 

  今年は泣かない 

    蝉しぐれ 

 

 

 

 

✎ ふれあいアート広場 ✐ 
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（平成 20年 8月 1 日以降） 

【苦情解決窓口のお知らせ】 

川崎ふれあいの会では、苦情解決窓口を設置してお

ります。詳しくは各事業所におたずね下さい。 

＜第三者委員訪問状況：H29.7.1～H30.6.30＞ 

オレンジ･･･７／２８、１２／２５、２／１６ 

センター･･･１１／１４、２／９、６／２８ 

グリーン･･・７／２０、１１／３０、３／２２ 

あしびな･･・８／３、１１／６、３／８，４／１１ 

 

【経営検討会について】 

法人の運営や経営改善に向けて検討することを目的に

職員だけではなく理事・評議員の方の中からご参加いた

だき、昨年度より経営検討会を開催しています。H29年

度は 1月 30 日に行われました。 

今年度も担当の理事・評議員の方にお力をお借りし、継

続して開催して参ります。 

【情報の開示について】 

社会福祉法人川崎ふれあいの会の情報につきまして

は、法人本部にて随時公開しております。また、HP に

も公開しておりますので併せてご覧下さい。 

【URL】  http://www.kawasakifureai.org 

川崎ふれあいの会では、利用者の方々が中心となり、活き活きとした地域生活を送るために様々

な活動を行っております。支援の現場では日々運営努力を重ねておりますが、より充実し、安定

したサービスの提供を実現させるために、皆様のご協力、ご支援を賜りたくお願い致します。 

社会福祉法人川崎ふれあいの会へのご寄付 

① 法人事務所、または各施設に直接ご連絡ください。 

② 銀行振り込みの場合、以下の口座にお願いします。 

横浜信用金庫  平間支店  普通 １０９７２１ 

  口座名義人 社会福祉法人 川崎ふれあいの会 理事長 尾崎幸恵 

※ 銀行振り込みをしていただいた際は、必ず法人本部へご一報ください。 

領収書等の発送のため、ご住所を確認させて頂きます。 

(2000円以上のご寄付は、確定申告での寄付金控除の対象となります。) 

お手数ですがご協力お願い致します。 

   ＴＥＬ： ０４４－５４９－０３５６  ＦＡＸ： ０４４－５４９－０２５６  

 Ｅメール： info@kawasaki-fureai.or.jp 

【平成２９年度 理事会・評議員会 議事報告】 

★６／２   ＜第１回理事会＞ 

★６／２３  ＜第２回理事会・第１回評議員会＞ 

★１１／１０ ＜第３回理事会＞ 

★１２／６  ＜第２回評議員会＞ 

★３／９   ＜第４回理事会＞ 

★３/２３   ＜第３回評議員会＞ 

【ご寄付のお礼】 

以下の方々に、ご寄付いただきました。 

法人の運営に活用させていただきます。 

ありがとうございました。 

 小島真理子 株式会社東芝 

他匿名希望 1名    敬称略 

（平成 30年 7月 1日～平成 31年 6月 30日) 

niti  

made 

 

★ 編 集 後 記 ★ 

第 24 号ふれあい法人ニュースは、６年ぶりに「ふれあいア

ート広場」のページを復活しました。今年度も皆様が安心して

川崎ふれあいの会を利用していただけるよう日々努めて参り

ます。 

 今後も皆様に関心を持っていただける広報誌をお届けした

いと思いますので、是非ご意見ご感想をお寄せください。 

           【広報担当一同】 

✿ ご寄付のお願い ✿ 

 


