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2022 年度がスタート

今年も楽しい活動を提供していきますね‼
大地の利用定員まで、あと 3 名！ お待ちしていま～す。

渡辺の支援を考えてみる

4/1 通所セレモニー 新たに 3 人のご利用者をお
迎えしました。麦の穂、にじいろのご利用者児・職員
も出席して盛大なセレモニーになりました。

4/6 お花見ウオーキング 武蔵水路沿いの満開
の桜並木を 2ｋｍウオーキングしながら、桜を鑑賞
しました。天気も良くて気分もあげあげです。

4/14 春のお楽しみ会恒例の足湯です。今年は炭
酸浴泉です。シュワシュワとした感触でちょっとく
すぐったいけど、足が温まるとポカポカしますね。

4/15 春恒例のイベント 丸信ラーメンランチツア
ーです。大地のパンをたくさん購入いただく丸信ラ
ーメンさんで熱々旨々のラーメンをいただきます。

管理者 渡辺真一

【ファーストステージ】
2022 年度になりました。新しい利用者 3 名を迎え、今までにな
い声が聞こえるようになり、新しい春を感じています。難しそうな話
ばかり書いて来たので 4 月号くらい気楽に読んでもらいたいと、今
回は障害者支援を斜め読みするようなことを書きたいと思います。
渡辺はずっとガラケーの使用者でした。今から 32 年前に前の勤務
先の会社から携帯電話を支給されました。
【セカンドステージ】
春のお花見ウーキング
初めはみんなが持っていなかっ
たので、まったく電話がかかってき
ませんでした。こちらから連絡する
ときだけ使用していました。携帯
電話は小さかったですが、電池の
持ちが悪く、交換用の電池を自腹
で購入して携帯していました。会
桜を見ながら 2ｋｍ歩きます
社からは数年おきに新しい携帯が
支給され、徐々に最近のガラケー
になってきました。
【サードステージ】
退職するとき、自前の携帯を持
っていなかったので、会社の携帯
電話番号を譲ってほしいと懇願し
めちゃハイテンションになります
ました。昔話ですが、経理の担当
者が「渡辺さんの携帯を引き継い
でも、次の担当者が困るから」と
社長を説得してくれました。晴れ
て、会社の支給品から自前のガラ
ケーになりました。それ以来 15 年
間、私のガラケーは頑張りました。
見事な桜のトンネルです
故障なしで 15 年働きました。
【ファイナルステージ】
今春、ガラケーの電波帯の問題
で使用不可になると携帯キャリア
から言われ、3 月にスマホに買い
替えました。職員に使い方を教わ
りながら、pay pay、LINE など
花見でノリノリはスタッフです
使うようになりました。また、急な
事故にも対応できるようにと
apple watch をプレゼントされ、
就寝時間、心拍数、歩数など全て
確認でき、また支払いも apple
watch でできるほど IT 化してき
ました。あとは、私のスマホに電話
がかかってくるだけです。
ゴール。今年も桜が満開でした

健翔会のホームページ https://kenshokai.net/
「健翔会 大地」 で検索してください

ありがとう

ご利用者紹介 長谷川 竣（はせがわ しゅん）さん 行田市

こんにちは。長谷川竣です。この春で 6 年目を迎えました。あっという間の 5 年
でした。体もだいぶ大きくなりました。特にお腹が・・・（笑）
毎日嫌がることもなく楽しく通っている様子でホッとしています。でも、急に興
奮して怒ったりする場面もあり、ご迷惑をおかけしています。そのたびに、竣が落
ちつくまで寄り添って見守ってくださるスタッフの皆さんには本当に感謝しかあ
りません。
竣の口から「今日も楽しかったよ‼」という言葉を聞くことはできませんが、帰
りの車からニコニコの笑顔で降りてくる姿がすべてを物語っていると感じます。
竣が楽しく過ごせる居場所を作ってくださって、本当にありがとうございます。
これからもよろしくお願いいたします。
←2ｋｍウオーキングしながら桜の花見をした長谷川さん、とても良い笑顔です。

「健翔会 賛助会員」募集中

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・おーい！くじらぐもの計 4 部（400 円）を年
3 回郵送、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。

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（月末）
・未使用切手・ハガキ（書き損じ OK）
・石鹸・洗剤・バザー品
・こどもの遊び道具 ホッピング（ジャンピン
グ） にじいろの子どもたちが使います。
・パン工房では PayPay 決済ができます。

御礼

いつもありがとうございます！

○はがき 長島様
○洗剤 岡田様、松田様、長島様
○パッドなど 長島様
〇リサイクル品 武井様、松田様、高山様、橋
上様、染田様、杉田様、鎮目様、川田様、長
島様、篠本様、入口様、澁澤様、林様、大久
保様、吉田様、齋藤様、川田（琉）様、根岸
様、牛山様、程塚様

活動

応援してください。

4 月もふぁみいゆで販売予定のパンをご利
用者に買っていただくことで売上が安定しま
した。ありがとうございました。でも、給料の
支給には至りませんでした。
大地の販売会
ふぁみいゆ 5/18 11 時 30 分から
行田市役所 5/11、5/25 11 時から

5 月スケジュール
5/2 GW さきたま古墳散策
5/13 おやつつくり
5/20 お楽しみ会
5/27 麦の穂合同小運動会
新しいご利用者 3 名、職員 4 名を迎え、さら
にパワーアップした大地です。
＜こぼれ話＞
この 4 月から大地のご利用者 35 名、職員
33 名の計 68 名になりました。今の悩みは
外出です。外出時は車 10 台を連ねての「コン
ボイ」状態です。職員はドキドキしながら運転
しますが、車列を見ると、「うわっ、スゴイ施設
があるね！」という評判です。まだまだ、大地
は頑張れそうですよ。 ＰＳ「コンボイ」って知
ってますか？ さみしそうな渡辺のために、
携帯へ TEL はほどほどに！

「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！

新たなご利用者と共に楽しい大地を写
真で紹介します。
⇒①4/1 通所セレモニーのあった午後
は、新人歓迎会。今年はシャカシャカポッ
プコーン作りです。いろいろな味のパウ
ダーから食べたい味を選んで、ポップコ
ーンにかけて、シャカシャカ！おいしー、
とグッドスマイルの秋山さん。
⇒②4/1 通所セレモニーに駆けつけて
くれたお父さんお母さんと一緒に記念撮
影した新井さん。高校卒業して 18 才。最
も若い成人として、大地で活躍していき
ます。期待してくださいね。
⇒③4/1 通所セレモニー第 2 部でみん
なの前で挨拶をする川田七輝さん。目標
は何ですか？大地になれることと、みん
なに覚えてもらうことです。なので、たく
さん出番を作ってください、と今年の新
人はやる気が満タンです。
⇒④4/25 3 月の遠足で行った秩父の
いちご狩りツアー。思い出作りのため自
分のアルバムを作ります。写真を切って
台紙に貼る。楽しかった思い出を書く。と
っても良いイベントですね。いつまでも大
切にしましょうね。
⇒⑤4/26 音楽活動では自分の好きな
曲のリクエストや楽器演奏、ダンスがあ
ります。車イスだって職員と一緒にくるく
る回ってダンスが披露できます。一緒に
ダンスしよう、そんな二人です。
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