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      ①  室内班担当の出口香菜子支援員を、１0月１１日付けで採用しました。        よろしくお願いします。                      

 こんにちは.。先日は鳥取で震度６の地震があり、 

驚ました。島根の友人に心配で電話したところ、震源 

から離れているせいか、震度４くらいで大した事ない 

との話で、ひと安心したところでした。 

 そういえば熊本地震の発災直後も方々から電話が 

あり、ずいぶん励ましていただいたことを思い出し 

ました。しばらくは余震が続いたりするでしょうが 

早く収まることを願うばかりです。 

 さて11月は、12日（土）と20日（日）に出勤日 

があります。12日は北区こどもまつり 20日は附属 

支援学校のすずかけ祭りと販売に参加もします。6日 

（日）は、希望者の方と清水市民センターとピネル 

記念病院のお祭りに販売で参加します。 

 11月は、2回目の健康診断を行う予定です。今回 

は前田クリニックではなく、ふれあいワークにて行う 

予定です。日程が決まり次第ご連絡いたします。 

 日中は、半袖で過ごせる陽気ですが、朝夕は肌寒さ 

を感じます。体調崩されませんように・・・ 

  

 

 

   

   

  

   

 

  

  

 

   

  

 

 

  

 

  

  

  

  

 
 
     

    
  背中で語る男の哀愁・・・ 
 
 
    
      
         

  

お散歩日和・・・ 
 
  10月24日(月）、前日までのぐづついた天候から 

打って変わり、雲一つない秋晴れの快晴となりました。 

 月曜日生活班は、ご近所をゴミ拾いをしながらの 

お散歩をしているのですが、あまりの良い天気に少し 

遠出をしてみようと話がまとまり、車で20分の運動 

公園へ出かけました。 

 久しぶりのお出かけにみんなとても喜んで、すべり 

台に乗ったり、遊具を動かしだり、ベンチでおしゃべ 

りをしたりとおもいおもいに楽しみました。 

 以前陣内にいた頃は、近くの公園に歩いていって、 

サッカーをしたり、お弁当を食べたりしていたのです 

が、最近は作業が忙しかったり、大所帯となったりで 

できなくなっていました。 

 暑かった夏も終わり気温も下がり、散歩には絶好の 

季節となりました。これらからはお出かけの機会が 

増えるといいですね。 

  

  

 10月2２日（土）23日（日）に県立劇場 

にてきょうされん第39回全国大会ＩＮ熊本 

が行われました。 

 当日は、小雨の降るあいにくの雨でしたが、 

全国各地から２千名を超える参加があり、にぎ 

やかに行われました。 

 ふれあいワークからも仲間、ご家族、職員と 

沢山参加していただき、大会に花を添えていた 

だきました。 

 なかまの皆さんは、分科会でのレポーターと 

して発言をされる方、一日目のホテルキャッス 

ルで行われた大交流会での司会を務められる方、 

なかまの唄カレンダーのコンクールに選ばれて 

表彰を受ける方など、随所で活躍されて頼もし 

い雄姿を見る事ができました。 

 ご家族の方も大会を支えるボランティアとし 

てご協力をいただいたり、仲間と一緒に参加 

し 

ていただいたりと大変お世話になりました。 

 職員は、大会運営のスタッフとして様々な部 

署を担当して大忙しな２日間を過ごしました 

が、普段なかなか経験のできない事や他の事 

業所の方達との連携などで得るものが多かっ 

たのではと思います。 

   今回の大会のサブテーマは、『ハンセン病・ 

水俣病の学びを明日に生かし平和を作る』で 

した。新潟から来られた参加者のお話しを聞く 

機会があり、新潟にも同じような問題があった 

り、各地に同じような経過や歴史をたどるお話 

しが存在するようです。 

 いつの時代も弱者にしわ寄せが来る構図は 

繰り返されていくようです。私達はしっかりと 

手をつないでいきたいものですね。 

   そんなことを考えさせてくれる機会になる 

全国大会は年に一度の貴重な機会です。来年 

は、４０回の記念大会で北海道が開催地です。 

今からとても楽しみですね。 

 みなさん大変お疲れ様でした。 

 

  

  

 

 

 

 

   
交流会は大変盛り上がりました。 
 
 
    

 秋祭りの季節です・・・  
    
 
    
      
         

    

西村理事長から 表彰状を授与。 

     

 

 お知らせです！   

 全国大会が開催されました。   



日 曜日 行事予定 室内 清掃 昼食 岩田 製菓

1 火 龍田支所販売 室内 清／清 昼食 岩田 製菓

2 水
ルート回収

くまモンスクエア販売
室内 回・清／回・清 昼食 岩田 製菓

3 水 文化の日

4 金 附属販売 室内 清／清 昼食 岩田 製菓

5 土

6 日

7 月 室内 清／清 昼食 岩田 製菓

8 火 県立大学販売　健康診断① 室内 清／清 昼食 岩田 製菓

9 水
ルート回収

火の国支援学校販売
室内 回・清／回・清 昼食 岩田 製菓

10 木
ルート回収

くまモンスクエア販売
室内 清／清 昼食 岩田 製菓

11 金 西原中販売 室内 回／回 昼食 岩田 製菓

12 土 出勤日

13 日

14 月 消防局販売 室内 清／清 昼食 岩田 製菓

15 火 室内 清／清 昼食 岩田 製菓

16 水
ルート回収　ソロプチミスト
熊本支援学校販売

室内 回・清／回・清 昼食 岩田 製菓

17 木
くまモンスクエア　リデルライ

ト販売
室内 清／清 昼食 岩田 製菓

18 金
ルート回収　お給料日
清水出張所販売

室内 回／回 昼食 岩田 製菓

19 土

20 日 出勤日

21 月 室内 清／清 昼食 岩田 製菓

22 火
菊池支援学校販売
健康診断②

室内 清／清 昼食 岩田 製菓

23 水 勤労感謝の日

24 木
くまモンスクエア
大津支援学校販売

室内 清／清 昼食 岩田 製菓

25 金
ささえりあ　龍田小中販売
健康診断③（予備日）

室内 回／回 昼食 岩田 製菓

26 土

27 日

28 月 室内 清／清 昼食 岩田 製菓

29 火 ルーテル販売 室内 清／清 昼食 岩田 製菓

30 水 ルート回収 室内 回・清／回・清 昼食 岩田 製菓

草：草取り　清：清掃　回：回収　ル：ルート回収　畑：畑　缶：かんつぶし

室：室内（自主製品づくり・絵描き・下請け）　缶：缶つぶし　　

 

11月の行事予定表 班別作業

製菓：ケーキ　クッキ－製造　昼食　：昼食づくり

　　　

　　　

　希望者のみ出勤　ピネル記念病院祭販売  　清水市民のつどい販売　　　　

　　　

　　　

　北区こどもまつり販売：余暇活動　土曜市　　　

　　　

　　　

　すずかけまつり販売：余暇活動　　　

　　　

       12月3日 （土） 出勤日 土曜市          12月10日（土） 出勤日            12月17日（土） 出勤日                     12月23日（金） 出勤日           12月29日（木）～1月3日  冬期休暇          

 12月の行事（予定） 研修 連絡事項 
      11月6日（日） 清水市民のつどい（希望者出勤）                            ピネル記念病院お祭り販売 （希望者出勤）                           １１月12日（土）   出勤日 土曜市 北区こども祭り販売参加          11月20日（日）  出勤日   すずかけ祭り販売参加                                                                                                                                                          

1１月の行事 研修予定  


