｢あなたにとって 2017 年は
「あなたにとって 2017
年は
どんな一年でしたか？｣と言う質問を
漢字一文字で表して頂きました。
どんな一年でしたか？」と言う質問を

今年一年
は急激に変

M.D さん

M.K さん

T.K さん

今年中に就職
できると思っていたのです

漢字一文字で表して頂きました。
F.T さん

O.J さん
真ん中の娘が

K.Y さん

D.Y さん

H.T さん

住んでいると

一年を振り

来年の年明

引っ越しする

ころに電車で通

一年ちょっと

際、十歳くらいで運動会の

った時に夕陽がとても綺麗

ら五月頃までは生活リズ

で仕事を辞め

時の写真が出てきて思い

に見えるポイントがあり、そ

ムがおかしかったです。こ

てしまった。

出 に 浸 る こ と が 出 来 まし

の日はとても晴々としており

こに来てからは、(来年も

去年は｢進｣と
言う字を選び

返ってみた

けくらいに
一人暮らしを始める予定
であり、漸く一人暮らしが

わるのではなく、ゆっくりと

が精神的に躓いてしまい、

ました。それは

静かに過ぎていった印象

思うように活動が出来なか

前に進むという意味でし

つまり転んでしまった。

た。自分的には手紙やビ

清々しい気分だったので印

継続して)心を入れ替えて

だったのでこの漢字を選

ったのでこれからは｢折れな

た。それに加えてちょっとず

七転び八起き、と言うこと

デオよりも写真の方が鮮

象に残っています。そんな訳

頑張ろう、と思いこの漢字

という思いでこの漢字を選

びました。

いしなやかな心｣を目指した

つ で も変 わ っ て い けた ら

で来年こそは起きたい、

明に思い出せるようです。

でこの漢字を選びました。

を選びました。

びました。

嵐の前の静けさと言う感じ

いと思いこの漢字を選びま

な、という意味でこの漢字

そんな意味を込めてこの

で。

した。

を選びました。

漢字を選びました。

H.J さん
今年の前半

H.Y さん
自分は心と言

は｢やめる｣

うか精神が弱

ことの方が多く、後半は

い。体調が悪いとすぐ仕事

｢はじめ｣られることの方が

を休んでしまう等、我慢が

多くなりました。｢いち｣とも

効かない。その心を少しで

読めるし｢はじめ｣とも読め

も改善して良くなりたい。

る。と言う訳でこの漢字を

我慢できる人間になりた

選びました。

いと思います。

スタッフ紹介 【第 6 回目は川崎さんです】

N.M さん
知り合いの
医師に勧めら
れて検査を受
けた結果、手術することにな
りました。手術は成功しまし
たが、完治した訳では無い
ので今も通院して薬を貰っ
ています。今まで大きな病気
を患ったことが無く、
印象的だったのでこの漢字
を選びました。

Y.S さん
今年一年で
成長できた部
分は、決まった時間にきっ
ちり来れるようになったこと
です。来年もこの調子で成

H.T さん
現在生活保護
を受けており、
それ以前は生
活が荒れてい
たのが良い風
に変わりました。仕事をしなく
てもお金が貰えるのは気持ち
としては楽ですが｢これでは
いけない｣と思い、就活しつつ
ここへ来ました。自分自身変
わらなければいけない、という
ことでこの漢字を選びました。

出来る時が来た、

M.Y さん

S.K さん

口がなければ

私はかなり人

今年、大蛇、

食事もできな

見知りするんで

梵字、数珠の

い。喋れない人は不自由。そ

すが自分から人に話しかけ

タトゥーを入れ

ういう意味で口は大事だと

てみたり、一人暮らしを始め

ました。まだ完成していな

思います。意図とは違う受け

てみたりと色々挑戦していま

いので早く完成させたい

取り方をされたりと今年は

す。来年も就職等色々なこと

です。それが一番心に残っ

口の事で色々あったのでこ

に挑んでいきたい、と思いこ

ているのでこの漢字を選

の漢字を選びました。

の漢字を選びました。

びました。

S.T さん

長していきたいと思いこの
漢字を選びました。

(制作担当者の質問に答えてもらいました)

★出身地と年齢を教えて下さい。
大阪市の鶴見区出身の 46 歳です。
★この作業所へ来る前はどのようなお仕事をされていましたか？
いろいろな仕事をしてきましたが、強いて挙げるなら調理師を 10 年、介護士を 5 年ほどやっていました。
調理師はレストランで働いていたのと自分の店(居酒屋)を経営していました。
★調理師をされていたとのことですが、得意料理は何ですか？
肉じゃがと麻婆豆腐です。
★介護士をやっておられたと仰っていましたが、楽しかったこと、また、辛かったことは何ですか？
楽しかったことは、自分のしたことで喜んでもらえたことです。
辛かったことは、職員は多かったですが価値観の合う人が少なかったことですね。
(注：喜んでもらおうと思って仕事する自分と仕事と割り切って仕事をする他の職員との相違、とのこと)
★休日はどのように過ごされていますか？
朝起きたら、ランニングをしてから晩御飯の用意を始めたり、出かけたりしています。
(どこに出かけるんですか？の問いに)町のパトロールをしています(笑)。
★好きな芸能人はいますか？
どん兵衛の CM に出ている狐の女の子です。名前が出てこないです(笑)
★小さい頃の夢は何ですか？
人並みですが(笑)。プロ野球選手やプロレスラーです。
★メンバーに一言お願いします。
転職してﾎｰﾌﾟｴｯｸﾞに来て半年が過ぎましたが、日が浅いだけに失礼な言動があったりしたかも知れません。
気を付けたいと思います。これからも一緒に頑張りましょう。

就労支援センター・ホープ・エッグ（就労移行支援と継続支援Ｂ型の多機能型事業所）
就労移行支援は障がいがあり、就労を希望する人に対して、作業訓練や企業実習の場を通して適性に合った職場探しや
職場定着のための支援を行います。継続支援Ｂ型は、年齢や体力など就職が難しく、就労移行支援を利用したが、就職
に結びつかなかった人に長期で就労に向けて継続した訓練を行い支援する作業所です。

N.A さん
今年の五月頃
祖母が手術する
事になりました。
手術は成功しま
したが術後の容体が悪く一時
危険な状態でした。何とか持ち
直して治療が済み、元気に退
院して普通に生活できるように
なりました。
その出来事を通して改めて
命の大切さが判り、この漢字を
選びました。

N.E さん
祖母の手術や
入院という出
来事の結果、
家族の絆が深まりました。
母も祖母も大切にしないと
いけないと言う思いが強く
なりました。そんな訳で
この漢字を選びました。

、

A.K さん

自分の抱えて
いる病気は躁
鬱病であり、
笑えていない
時があります。
言われた事を大袈裟に捉え
て考え込んでしまったりで。
皆さんとは明るく接して行き
たいと思っています。
笑っている時、微笑みを大
切にしたいと思います。

S.Y さん
施設を出て
新生活と言う
事でもありま
すが、新しい
事をしてみたいけどまだ何
も思いつかないのでそれ
を探したい、と思いこの漢
字を選びました。

担当メンバーに聞きました。

サービスデー おやつランキング

｢お手伝いをした際の感想｣

1 白玉入りぜんざい

・ いらっしゃいませという声がなかな
か上手く出せなかった。
・ こんなに沢山のお客さんが来て下
さるとは思わなかった。
・ お菓子や飲み物を持って行く時
に、凄く緊張しました。
水曜日はサービスデーを開催しています。

2 御座候

ダントツ
一位！！

3 蒸しパン
4 不二家ソフトドーナツ
5 ミニポエム

制作担当： M.K さん・T.K さん（メンバーにインタビュー・スタッフ紹介・まちかどサロンほっぽ）
F.T さん・M.D さん（豊東祭・内職）
西川（総合）
担当を終えて：
M.K さん：私は主にｲﾝﾀﾋﾞｭｰとｱﾝｹｰﾄを担当しました。ﾊﾟｿｺﾝが出来れば編集などの作業も出来たのですが(苦笑)
T.K さん：慣れない事の連続でした。主に記事作成をしていました､もう少しﾜｰﾄﾞが使いこなせるようになりたい
ですね。
F.T さん：ﾒﾝﾊﾞｰの皆さんへのｲﾝﾀﾋﾞｭｰは、予想外の意見が聞けたことなど、とても楽しかったです。
M.D さん：ﾊﾟｿｺﾝがあまり得意ではないので F.T さんに頼ってしまった。一緒に作業して以前より親しくなれた
気がします。

