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新型コロナウィルスが怖い？インフルエンザが怖い？
大地のご利用について あと 3 名！早く仲間になってください
障害者支援を考える 56

管理者

渡辺真一

【ファーストステージ】
12 月に中国で肺炎の感染者が重症化しています、と聞いたとき
に、今の状況を想像できませんでした。他国の出来事、自分のこと
ではないと安易に考えていました。その後、新型コロナウイルスと
なり、中国では感染者数が増え続け、街が閉鎖された映像をみまし
た。それでも、どこか気楽な自分がいました。

2/3 恵方巻を作りました。自分の好きな具を入れた
太巻きを口いっぱい頬張る澁澤さん。おいしいよー、
声が聞こえてきそうです。

2/3 節分では赤鬼・青鬼が追い払われましたが、謝
ってきたので許しました。仲直りに写真撮影しまし
た。怖い鬼はもう来てほしくないです。

2/13 赤い羽根共同募金さんの助成により、朽ちて
いた畑側のデッキが張り替えられました。また活動再
開できます。ありがとうございました。

2/19 毎週第 3 水曜日はふぁみいゆ東館さんでの
販売会。職員さんやご利用者さんがパンやクッキー
を買ってくれます。毎回完売です。ありがとう。

【セカンドステージ】
日本でも 1 月 28 日、奈良の
60 代のバス運転手の感染が見つ
かり、国内初の感染者が出ました
た。キーワードは「中国からの観
光客」です。彼らがウィルスを媒
介している、そんな差別的な報道
が流れていました。この時も中国
の人との接点はないので安心して
いました。徐々に報道が過熱、薬
局から消毒用アルコールが消え、
マスクが消えました。今では私た
ちには手が届きません。
【サードステージ】
さて、新型コロナウィルスがこ
んなに大騒ぎされている理由は何
でしょう。それは、TOKYO オ
リンピック 2020 を控えている
からです。無観客オリンピックに
ならないためにも、沈静化してほ
しいからです。とはいえ、消毒薬
もマスクもなくてそもそも私たち
はどう守ればよいのでしょう。
【ファイナルステージ】
そこで、手指消毒を徹底するよ
う指示しました。私の手は汚染さ
れているのか？汚染された手で利
用者に触れると感染させてしま
う。次を触る前に手指消毒する。
これを徹底するようにしました。
同じ話をインフルエンザ感染防止
策でも指示しました。要は同じ対
応ということです。そういえば、
NHK で「何もできませんので、
病院に来ないでください。風邪と
思って自宅療養してください。
」
との放送していました。おとなし
く家に引きこもること、これが最
善なようです。

節分

赤鬼・青鬼が来た

↑鬼に捕まった吉田さん

↑鬼と戦う渡辺さん

↑おびえた顔の長島さん

↑青鬼大好き、橋上さん

↑痛い痛い！逃げる赤鬼

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

思 い 出 話

ご利用者紹介 塚田 史江さん（つかだ ふみえ）
昨年の 4 月から大地に通っている塚田さんです。以前は加須市で生活していまし
たが、今は行田市内にあるグループホームで生活しています。本当に早いもので、も
うすぐ 1 年になりますね。温かく迎え入れてくれた大地の皆さんに感謝！毎日元気
に通ってきてくれる塚田さんに感謝です。
塚田さんは、時々昔のことを思い出します。お世話になった先生、お友達、学校の
こと、兄弟のこと、家の周りのこと、、
、楽しいことを思い出します。〇〇さんが好き
なもの、△△さんが来てくれて一緒に出かけることなど話してくれます。ついこの間
は「伊藤博文」と会った時のこと「事件が起こったんだ」と話し始めた時には、「も
しかしたら会ったことある？」そんなことも考えてしまします。
歌も上手です。特に昭和ソングは完璧です。先月の成人を祝う会でも大地のテーマ
ソングを大きな声で歌ってくれました。盛り上げ役の塚田さんに感謝です。
←音楽活動で昭和の歌を熱唱する塚田さんです。替え歌バージョンもあります。

「健翔会 賛助会員」募集中
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

・未使用ハガキ（書き損じ OK）
・未使用切手
・石鹸・洗剤・バザー品
・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
トルも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！

〇菓子 鎮目様、杉田様、渡辺な様、大朏様、
松田様
○はがき切手 程塚様、渡辺な様
○リサイクル品 武井様、高山様、入口様、
高澤様、岡田様、長谷川様、斎藤様、染田
様、根岸様、橋上様、坂本様、渡邉ま様、
篠本様、杉田様、澁澤様、鎮目様、渡辺な
様、林様
〇バザー品 長島様、杉田様、渡辺な様、武
井様、入口様
○発泡スチロール リースアップシステム
様、マルヤマ電機様、おうちサポートかね
こ様、まちだでんき様、金子電機様、おう
ちサポートもてぎ様

活動

応援してください。

1 月、2 月はふぁみいゆの販売会も加わり売
り上げが上がり給料が支払われました。
2月
もがんばります。
パン工房麦香 販売会 行田市役所ロビー
3/11、3/25 11 時から。ふぁみいゆ東館
3/18 11 時 30 分から。

2 月～3 月スケジュール
3/3 メイクアップ体験
3/20 ホワイトデーおやつつくり
3/27 年間 MVP 発表
恐怖をかりたてる「新型コロナウィルス報
道」魔女狩りのように、誰が感染者？を探し
始めています。感染しないことが一番です
が、感染したらゆっくり休養してください。

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（300 円/回）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！
いろいろなイベントがあるので紹介し
きれません。そのうちのいくつかを写
真を説明する形でご紹介します。
⇒①2/3 恵方巻つくり 自分の作った
太巻きを食べる小林さん。こんなに太い
太巻きを直接食べるのは初めて！喜び
半分、不安半分の給食です。
⇒②2/3 恵方巻つくり みんなと同じ
ように自分の作った太巻きを食べる入
口さん。手が不自由なので、職員が両手
で入口さんの口に、思いっきり太巻きを
押し込んでいます、、、いえ、押し込んで
なんていません、口に当てているだけで
す。演技派の入口さんです。
⇒③2/14 バレンタインおやつつくり
パン工房で焼いたアップルパイに、生ク
リームとアイスクリームをトッピング
すると、めちゃくちゃ美味しいデザート
になります。ボク、これ大好きですと齋
藤さん。ピースが出ちゃいました。
⇒ ④ 2/20 好 き な こ と や っ て み よ う
中里さんと岡田さんが「黒ひげ危機一
髪」ゲームをやっています。中里さんの
「えっ刺すの、飛び出てくる？」という
表情がたまりません。
⇒ ⑤ 2/13 ウ ッ ド デ ッ キ の 張 替 完 了
赤い羽根共同募金さんの助成でウッド
デッキ張替えできました。屋内への移動
もスロープ付きで楽々です。本当にあり
がとう。
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