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地域交流事業
「ひまわりの種を
を植えよう！」

↑ミルキーウェイ外出♪
（いちご狩り＆海の幸）
↓マグネット販売中です！（￥200
200）
カシオペア作品（キャンドル）

～
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今年度から、ひかりの送迎車
送迎車が１台増えました。車種はこれまでと同じ
日産キャラバンで、ピッカピカの
ピッカピカの新車です！この車は、神奈川県遊技場協同
神奈川県遊技場協同組合により
設立された「神奈川福祉事業協会
神奈川福祉事業協会」の助成で購入させていただきました。

贈呈式の様子です

通称「キャラ４（きゃらよん）」
です。よろしくね♪
新しく１台が加わり、ひかりでは現在
現在７台の車が
稼働しています。
朝・夕の日中活動の送迎の他、一時
一時ケアの送迎や
外出の際などにも使用し、いつもフル
いつもフル稼働です。
定期的にメンテナンスを行い、安全
安全・安心な運行
を心がけています。
今後ともよろしくお願い致します。
。
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ぴっかぴかの
社会人１
社会人１年生です
年生です！
です！
～質問事項～
①生年月日・血液型を教えて下さい
②好きな事や好きな物は何ですか？
③チャームポイントは？
④新社会人になった意気込みをどうぞ！
①平成５年３月２９日・Ａ型
①平成４年４月９日・Ａ型
②音楽大好き！ダンスも大好き！
②歌を歌う事♪
（音楽に夢中でダンスできないですが…）

③笑顔（＾◇＾）
③笑顔（＾ｖ＾）
す ず き み

さ

④何事も積極的に

よ

ひき だ すず か

鈴木珠瑳美さん
疋田鈴佳さん ④毎日元気に過ごします。
取り組みたいです。
所属：
所属：カシオペア
所属：
所属：ペガサス
◇スタッフから一言◇
とっても明るく、笑顔が素敵な珠瑳美さん。カシオペア
へ来るとアイドルのような存在です！
これから宜しくお願いします。

◇スタッフから一言◇
いつも元気な鈴佳さん。ひかりでもいっぱい体を
動かして、笑顔で過ごして下さい。

①平成５年１月２２日・Ｂ型
①平成５年１月７日・Ａ型
②アップテンポの明るい曲を聞いたり、指先で凸凹の

②ボウリング
感触を楽しむこと。学校ではトランポリンやＳＲＣ
ウォーカーに乗ったり、散歩や買い物等お出かけが

③おっきな目と笑顔（＾－＾）

好きでした。何といっても人と関わり合うことが

④新しい自分、発見しまーす！

大好きです♪
とみざわ る

い

③笑顔です「ひーちゃん」と声を掛けて下さい。

富澤瑠衣さん
みずしまひとみ

とびっきりの「ひーちゃん」スマイルでお応えしま～す。

所属：
所属：フェニックス

水島 瞳 さん
④色々な環境・場面に飛び込んでいきたいです。

所属：
所属：ペガサス
スタッフさんとたくさんの先輩方との関わりも

◇スタッフから一言◇

増やしていきたいです。

“新しい自分”をたくさん発見できるよう、

◇スタッフから一言◇
とびきりの瞳ちゃんスマイル、たくさん見せて下さい。

色々な事に挑戦していきましょう！
実りの多い日々を過ごして頂ければ幸いです。

リレーコラム その１２
私の今一番はま
今一番はまっているスポーツ
はまっているスポーツ

中瀬 明徳

それはアウトリガーカヌーです。
カヌー本体から片側に張りだした枕木に浮きが付いたカヌーをアウトリガーカヌーといいます。日本で
カヌーというと、川のイメージが強いですが、アウトリガーカヌーは、海のカヌーです。古くから太平洋
に浮かぶ島々の生活をする上での乗り物でした。
現在は、スポーツとして発展し、ハワイ、タヒチをはじめ世界各国で楽しまれています。
競技用としては、６人乗り、４人乗り、２人乗り、１人乗りと種類があり、それぞれ楽しみ方も違います。
私は１人乗りのアウトリガーカヌーで遊んでいます。
１人乗りでも全長が６ｍ以上もあり、サーフィンと同じような感覚で波に
乗ることもできます。夏場は、渋滞している海岸線を横目にスイスイ進めて、
快適です。また、普段見ている景色でも、海から見ると、いつもとは違った
趣があります。一度、皆さんも海から陸を見ると新しい発見があるかも…。
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～質問事項～
①生年月日・血液型
②好きなタレント
③セールスポイント
④仕事への意気込み

②さまぁ～ず

①１９８８年９月１４日・Ｏ型

③明るく前向きな性格です。周りからは
りからは“意外と”冷静だと言われます。
④右も左もわからない状態ですが、
、１日でも早くみなさんに顔を覚えてもらえる
えてもらえる
ように、毎日笑顔でがんばります
でがんばります。よろしくお願いします。
な

ら

ち あき

奈良 千秋
①
①１９７９年４月

②？？

③
③冷静…のはずですが、
以前パンをこんがり焼き
き過ぎてしまった時は、
さすがに動揺を隠せず、変な汗をたくさんかきました
をたくさんかきました。
④
④ひかりで１つでも多くの笑顔が見られるようにと
られるようにと思い日々過ごして
つ ちや

ひ ろみ

土屋 裕美

います。みなさま、どうぞよろしくお願いします
いします。

①？？年１２月２１日・Ａ型

②井川遥

③私は明るく人生何とかなる！と信
信じて前に進もうとするケ・セラ・セラ人間です
です。
④思いやりのある支援とは何かを考
考えながら、笑顔を忘れずともに
頑張りたいと思います。
ま じま

たけ み

利用者の皆様、保護者の皆様、職員
職員の皆々様、どうぞよろしく
真島 武美
お願いいたします。

①？？年１０月２３日・Ａ型

②東方神起
東方神起

③短い髪と短いツメ！（長い髪とツメに憧れるものの
れるものの、根気がなく
伸ばせないのです）
④３月から「ひかり」の仲間入りをさせていただきました
りをさせていただきました。
い なべ

な おみ

井鍋

直美

まだまだ不慣れな事ばかりですが、１日も
も早くお役に立てるよう
頑張りたいと思います。

４月から仲間入りした「
「稲場さん（事務）」
「三野さん」
「小宅さん」
「香川
香川さん」の４名は
紙面の都合上、次号でご
でご紹介させていただきます。

リレーコラム その１３
私のお気に入り

根岸 俊太郎

僕の趣味は散歩です。散歩というか
というか迷子に近いのですが…
知らない場所をとにかく歩き回るのが
るのが好きなのです！！
面白そうな場所を探したり、美味
美味しそうな店を見つけたりと色々なものが発見
発見できるので探究心が
疼きます。そのうえ運動不足の解消
解消にも繋がり、一石二鳥です！歩くのが楽しくなったら
しくなったら次は、
山へ足を伸ばします。自然に触れると
れると自分の悩みが小さく感じるくらい世界の
の広さ・雄大さを
感じることができますよ。僕は山
山へ行く度に世界観が変わります。
皆さんも歩くことを始めてみませんか
めてみませんか？Eco にも繋がる散歩で、自分の世界を
を広げていきましょう♪

3

キラッキラ星 第１０号

東戸塚地域活動ホームひかり 機関紙

平成２３年６月２４日

日中活動及び一時ケア・ショートステイは

木村奈緒さんが３月３１日付で退職されました。

８月１１日
１１日（木）～１５
）～１５日
１５日（月）の期間は

「開所からの約４年間、自分の未熟さを痛感しながらも

お休みとなります。

たくさんのことを感じ、学び、考えた日々でした。

※緊急のご利用に関してはこの限りでは
ありません。ご相談下さい。
連絡先：０４５－８２８－２８２０

みなさんとひかりで過ごした時間は、大切な宝物となっ
ています。大変お世話になりました。そしてありがとう
ございました。パンを買いに行きます！」
事務を担当していた古谷田高穂さんは２月末日付けで
退職されました。又、出産の為お休みされていた
加藤千鶴さん、山中成美さんが５月から復帰されて
います。

今年も開催決定！
日時：８月２７日
２７日（土）１５：
１５：３０～
３０～１９：
１９：００
内容：盆踊り・おみこし・カラオケ大会
ゲーム等を予定しています。
詳細が決まり次第、掲示・ＨＰ等で
お知らせ致します。こうご期待！

プログラム名
プログラム名

日時

屋上プール

7 月 23 日･31 日

10:00～12:00

8 月 6 日・21 日

13:30～15:30

すいか割り＆テラスでご飯

7 月 15 日･28 日

対象

募集人数

小学生

各５名

中・高校生

各５名

17:00～19:30
8 月 3 日・21 日
ボウリング＆カラオケ

９月３日

13:00～17:00

１８歳以上

各５名

ピクニックへ行こう！

９月１９日 10:30～14:30

中・高校生

各５名

詳しい内容や申込方法などご不明な点はひかり余暇活動支援事業担当まで
お問い合わせ下さい。℡ ０４５－８２８－２８２０
＊ボランティアさんも募集中！！

発行者
そろそろ日焼けの季節！！
梅雨明けが待ち遠しいです。
（眼鏡）
広報担当

カエルが心地よい合唱をする時

樋口・若杉・稲場

期となりました(^^)/

〒244－
244－0805

初めまして、新入社員の稲場で

横浜市戸塚区川上町４
横浜市戸塚区川上町４－９

す。宜しくお願いします。

TEL：
TEL：045045-828828-2820

（メタボ）

FAX：
FAX：045045-825825-3199

ついに１０号を迎えました。

：sp7r6499@star.ocn.ne.jp

‘継続は力なり’を信じて、

ＨＰ：http://www.y
ＨＰ：http://www.yhttp://www.y-hikari.jp

目指せ１００号？！ （ワカ）
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