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令和元年と 10 連休のゴールデンウィーク
大地のご利用について 定員 28 名のところ、現在 24 名！！
障害者支援を考える 47

管理者

渡辺真一

【ファーストステージ】
4 月 30 日をもって現天皇が退位し、翌 5 月 1 日に新天皇が即位
することが決まったのは平成 29 年 12 月 8 日。その時から超 GW
で 10 連休になりました。海外国内の旅行業、小売業、飲食業、ホ
テル旅館などこれから 10 連休の稼ぎ方を検討し続けてきました。
しっかり売り上げをとろう！しっかり稼ごう！

4/1 新しいご利用者をお迎え入れする通所セレモニ
ーが開催されました。橋上さん（写真中央）も今日か
ら大地の大切なメンバーです。

4/5 満開の桜を見に、行田市街の蔵街を通るウオー
キングをしました。散らずに待っていてくれた桜をバ
ックに春を満喫しました。

4 月に入り、ご利用者全員が丸信ラーメンでの食事
会を行いました。パンクッキーの売り上げの 1/3 は丸
信ラーメンさんが購入してくれています。感謝です。
アルミシートで暖をとってみました。

4/11 熊谷イオンでイエローレシートの回収です。女
の子が「レシート使ってください」と持ってきてくれまし
た。活動の一部に使わせていただきます。

【セカンドステージ】
施設長会議が 3 月に川越で開催
されました。法改正の説明を受け、
4 月からの対応についての連絡が
ありました。その会議で配られた
1 枚の書類。そこには 10 連休は
できるだけ営業してくださいと書
かれていました。施設長会議で説
明するほど大きな問題になってい
ることにようやく国・県が気が付
いたようでした。
【サードステージ】
保育園・幼稚園が休業すること
で家族が働けないという問題が春
先に話題になりました。幼稚園は
文科省。幼稚園教諭は 10 連休で
す。保育園は厚労省。労働者側の
姿勢を示すとやはり保育園のスタ
ッフも 10 連休。通園先が休業す
ると、当然子どもはお母さんが頼
り、お母さんは働けなくなります。
祖父母に頼むか？友達に頼むか？
それとも仕事を休むか？
【ファイナルステージ】
土日以外は休まないのが健翔会
ルール。これを 12 年間続けてき
ました。今回は 3 日間くらい休も
うかなという誘惑に、スタッフか
ら「がんばりましょう！」と声を
掛けられ通常通り営業することに
しました。正直、大地が休むと家
族は働けなくなります。私たちの
仕事は保育園同様、日本経済を支
える重要な仕事だと改めて知る良
い機会です。人の役に立つことが
「仕事」です。仕事のため、他人
のため 10 連休をみんなで一緒に
乗り切りましょう。令和になって
も、引き続き応援してください。

お花見ウオーキング！

↑まるでファッション誌のよう

↑桜のトンネルみんなで散策

↑桜、満開でーす

↑うふっ

決めポーズ

↑桜、すっごくきれいです

健翔会のホームページ https://kenshokai.net/
「健翔会 大地」 で検索ね

パン工房「麦香」

生活支援員

坂本りえ（さかもと

りえ）

行田市

こんにちは、昨年の 8 月から大地のパン工房「麦香」でパンを作ることになっ
てとてもうれしく思っています。
パン工房の仕事に着いて実感したのは、パンを作るという事だけではなく、意
外と数学的な要素や時間の計算など、数学に関わることが多いと感じました。注
文やその確認も数字なので重要な部分でもあります。そして、数字に追われ、オ
ーブンのタイマーの「ピーピーピー」「ビィビィビィ」にバタバタな時間もあり
ます。そんな中で、数やパンを作る作業に追われても、パン工房の中の雰囲気が
温かく楽しくパンが作ることができるのは、ご利用者の皆さんのおかげです。み
んなの元気な姿と元気な声はパン工房にも届いています。みんなの声に元気をも
らっています。いつも楽しくパンを作れるようにしてもらって、本当にありがと
うございます。これからも美味しいパンを作りますね！
←この春からパン工房のチーフとして美味しいパンつくりをしてくれている坂本さんです。

「健翔会 賛助会員」募集年
大地でほしいもの
・リサイクル品

アルミ缶、新聞紙、段ボール、
牛乳パック、本、古着

・切手・ハガキ（未使用・書き損じ OK）
・石鹸・洗剤・バザー品
・ボーリング球＆ピン（木製タイプ）
・発泡スチロールは行田・熊谷の企業様よ
り継続的に頂けるようになりましたので、
個別回収を中止しました。また、ペットボ
トルは中国の資源ごみの輸入厳正化により
回収を中止しました。
・毎月月末に古着リサイクルを始めました。
ご家庭の衣類の提供をお願いします。

御礼

いつもありがとうございます！

○菓子 イーブン様、長島様、中島様、江
森様、行特高等部 2 年島様、まちだでん
き様
○リサイクル品 岡田様、武井様、澁澤様、
高山様、林様、中島様、杉田様、入口様、
大久保様、篠本様、染田様、長谷川様、
橋上様、中里様、程塚様、加藤様、坂本
様
○ネギ苗 坂本様
○発泡スチロール納入 パナハートかわか
み様、行田クリーンパック様、SDS 様、
おうちサポート協和様、設備工房様、ア
コブランズジャパン様、まちだでんき様、
日昇様、そうでん様、おうちサポートも
てぎ様

活動

応援してください。

3 月は売り上げが伸びず、給料が支給でき
ませんでした。4 月は給料が支給できるよ
ういろいろ考えていきたいと思います。
パン工房麦香 第 2・4 水曜日
（5/8、
5/22）
11 時から行田市役所で販売しています。

4 月～5 月スケジュール
4/29 竹の子掘り
5/1 即日の日祝賀会
5/3 お楽しみ会
5/17 おやつ作り
5/24 合同レクレーション
令和おめでとう！10 連休がんばります。

年会費 1 口

2,000 円

大地ニュース・麦の穂便り・にじいろ通信（計 300 円）を年 3 回配布、さ
らにカレンダー（1,200 円）をプレゼントします。是非ご入会ください。

「週末の散策」で過去の大地ニュースを見ることができます。
http://kimama.na.coocan.jp/index.htm
健翔会のスタッフブログはＦａｃｅbook 「いいね」をクリックしてください
フェイスブックで「社会福祉法人健翔会」を検索してください！
3 月～4 月のイベントを紹介します。平
成 31 年のイベントもこれで終了です。
新たな気持ちで取り組みます。
⇒①平成の終わりにご利用者を表彰しま
す。長島さん、あなたは苦手な作業を克
服し、泣かずによく頑張りました！これ
からも、先輩利用者として引っ張ってい
ってください。
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⇒②おめでとう！みんないろいろ頑張っ
ているのね、と岡田さんがみんなを拍手
で祝ってくれました！岡田さんも、屋外
班でたくさん活躍しました。
⇒③通所セレモニー（入学式）で、新し
い利用者さんを迎え入れる先輩として澁
澤さんがあいさつしてくれました。毎日
元気に通ってきて、そして、一緒にがん
ばろー。
⇒④今年度の新利用者「橋上翔太」さん
です。（写真左上）4/1 の通所セレモニ
ー第 2 弾で、先輩利用者に自己アピール
をしてもらいました。一人一人に挨拶す
るのは大変だけど、これから仲良く、一
緒に活動するには必要なことです。
⇒⑤4/18 から利用開始した塚田史江さ
んです。大地にはかっこいい職員がたく
さんいますよ、と細川さんに言われ、ど
れどれ！と顔をのぞき込む塚田さん。細
川さんは「イクメン」で、
「イケメン」は
高野さんです、という説明にうなずいて
いました。
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