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カシオペアの作品です。

～目次～
ひなまつり』
・成人を祝う会
１ページ：表紙写真『ひなまつり
２ページ：ひかり製品・コラム
・コラムその３
３ページ：ひかりの「ごはん
ごはん」
・コラムその４
４ページ：お知らせ・クリスマス
クリスマス会・編集後記

２２年２月２０日（土）
、今年もひかりで
もひかりで『成人を祝う会』が行われました！
ひかりの日中活動に参加されている
されている方で、今年度成人を迎えた６名の新しい門
出を祝う為、ご家族の方はもちろん
はもちろん、出身学校の先生やお部屋の仲間達など多
くの方々に参加いただきました。学校
学校の先生からはお祝いの言葉とともに、学
生時代の㊙エピソードを教えていただき
えていただき、久しぶりにお会いする皆さんが素敵
な大人に成長していることをとても
をとても喜ばれていました。
その後、恒例のくす
のくす玉割り！この日の為に日中活動各部屋で分担
分担して製作してきた、手作
りのくす玉。上手
上手く割れるかが心配でしたが、見事に割れて中からは
からは大量の紙ふぶきと「成
人おめでとう」の
の文字が出てきました。ヨカッタヨカッタ…
一人ひとりのこれ
ひとりのこれまでの歩みをスライドショーで観た後は、花束
花束＆記念品の贈呈。今年は
カタログギフトが
カタログギフトが送られました。成人の記念の１品を選んで下さい
さい♪
食堂に
に移動すると、何やら楽しいお囃子の音が…？！
？！
今年は
は『平戸囃子連 簪會（かんざしかい）
』の皆様
皆様に
来ていただき
ていただき、お囃子の披露をお願いしました。楽しい
しい
笛や太鼓
太鼓の音に合わせて踊る獅子は大迫力でした。

成人を
えた皆
皆さん、
成人を迎えた
さん、本当におめでとうございます
本当におめでとうございます！
におめでとうございます！
大人への
への第
ゆっくり自分
自分らしく
らしく進
んで行
って下
さい。
大人
への
第１歩。ゆっくり
自分
らしく
進んで
行って
下さい
。
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ひかりのパン
ひかりのパン工房、ＤＥＭ（デム）の紹介です
です。

DEM

こんな風に、ずらーっと並べて販売してい
ずらーっと
ます。現在約４０種類のパンやクッキー
のパンやクッキー等

ミルキー
ウェイ

をご用意しています。人気のパンはすぐに
人気
売り切れてしまうのですよ
れてしまうのですよ！

木工製作を行っている
ミルキーウェイ。
３月１５日より新発売！抹茶

こんな風に作っています。

ボールとココアボール（各
桂・杉・ヒノキなど
・ヒノキなど
の廃材を利用してい
してい

１５０円）です。甘さひかえ
め大人の味♪が大好評です。

ます。
営業時間

デザインが決まったら、

（月）～（金
金） 9:30～16:00

電動ノコギリで板をカット！

（ただし、
、月曜日は菓子パン・
惣菜パンはお休みです）
惣菜
同時営業の喫茶コーナー
同時営業

木の表面
表面が滑らかになるよう、
納得のいくまでやすりがけを
のいくまでやすりがけを行います。

『暖（ダン）
』で、お茶
と一緒に召し上が

皆さん、
、真剣な表情ですね。

まだ試作段階
試作段階ですが、販売に
向けて、
、日々試行錯誤して
頑張っています
っています☆

リレーコラム その３
私のとっておきのものたち 銭田文夫
それは、縄文土器のかけらです。今
今から５０年ほど前、当時私が住んでいた、旭区
旭区の
北西部では、畑道を歩いていると、その
その端に土器のかけらが投げ捨てて有りました
りました。ま
だ機械化もほとんどされずに、小さな
さな耕運機や鋤・鍬が中心の農作業にとっては、
、邪魔
になる土ケラに過ぎませんでした。それを
それを僕たち考古学少年は、拾い集めていたのです
めていたのです。
そのほとんどは、その後４０年ほどあまり
ほどあまり振り返らずに袋につめたままでしたが、
、ずっ
と気になる宝物でした。昨年、家を建
建て替えた折に整理をして、子どものころの思
思い出
と、それから遡ること約３千年以前の
の土器たちをそのかけらから想像して思いに浸
浸って
います。
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れます♪
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ひかりを利用する方の楽しみの１つである『ごはん』。
ひかりでは（株）レオック南関東に食事を依頼し、和・洋・中バラエティに富んだメニューをご用意して
います。お昼ごはんは１カ月の献立表に沿ったメニューで、白米の他、うどん・そば・スパゲッティー、
月に１回はパン食もあります。３月は利用者の皆さんのリクエストも取り入れ、チキン・餃子・天ぷら・
お好み焼き・チャーシュー麺が出る予定です♪
一時ケア・ショートステイをご利用の方で、ご希望があれば夕食のご用意もしています。作る数が少ない
ということもあり、普段のお昼とは違ったメニューが並ぶ為、一緒に食べる職員もひそかに楽しみにして
いるとか…
＜メニューの一例です

３月４日（木）夕食

３月３日（水）昼食
鮭ちらし寿司

清まし汁

天ぷら（リクエストメニュー）
桜餅

さばの塩焼き

ご飯

３月５日（金）昼食
みそ汁

豆と挽肉のカレー

大根としんじょうの煮物

ミモザサラダ

ほうれん草のお浸し

オレンジ

牛乳

たいやき

ひなまつりらしいメニュー
ですね。

カレーも色々な種類が出ます。
かわいいミニ鯛焼き付きです。

人気メニューの一つです。

※利用者の方のニーズに合わせ、刻み食・ミキサー食やカロリー少なめ、減塩食にも対応していた
だいています。
いつもおいしいご飯を作って下さっている、
（株）レオック南関東の
山本めりささんです。
食事作りでは、まず皆様においしく食べてもらうこと、そして
普段の食事に不足しがちな食品をできるだけ取り入れること
を心がけています。
山本さん！いつもおいしいご飯をありがとうございま～す
リレーコラム その４
私のお気
のお気に入り 富田 忍
私のお気に入りは、アンティーク着物です。お気に入りといっても興味を持ち始めたば
かりなので全然詳しくはないのですが…。アンティーク着物とは、昭和初期以前に作られ
た物のことを言うそうです。花柄や幾何学模様などデザインや色づかいが素敵な物ばかり
で「着たい！」という気持ちは膨らみますが、まだ着ることができていないのでこれから
どんどん着る機会を作っていけたらいいなと思います。
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昨年１２月、法人の理事・評議員が以下
以下のように改選されました。
（退任）

（新任）

飯島春雄理事（評議員兼任）

及部 猛理事（評議員兼任）

森

大塚幸三理事（評議員兼任）

正雄理事（評議員兼任）

蝦名 民子評議員

君嶋眞理子評議員

長谷川裕子評議員

銭田 文夫評議員

山田 博明評議員
山本 光子評議員
新たに理事に就任された及部氏は、特別支援学校
特別支援学校の教員を長年務められた後、現在は「特別支援教育総合
センター」にて障害児の就学・教育相談
教育相談にあたっておられます。１年前から保土ヶ谷区
谷区の法人型地域活動ホー
ム「ゆめ」の江口施設長に理事を務めていただいています
めていただいていますが、今回の改選で瀬谷区の
の活動ホームを運営してい
る「社会福祉法人瀬谷はーと」の大塚総合施設長
大塚総合施設長にも理事に就任していただきました
していただきました。君嶋氏はひかり近くに
ある「湘南医療福祉専門学校」の学校長
学校長をされている方です。みなさんには、地域とのつながりをより
とのつながりをより強くす
るとともに、活動ホームとして安定した
した運営ができるよう、お力添えをいただけること
えをいただけることと思っております。
又、退任された皆様は、法人設立以来
法人設立以来「ひかり」の運営にご尽力いただいた方たちです
たちです。これからも、
「ひかり」の未来を温かく見守っていただきたいと
っていただきたいと思います。ありがとうございました
ありがとうございました。

昨年１２月２５日、ちょうどクリスマス
ちょうどクリスマス当日に、ひかりでもクリスマス会を開催しました
しました。
ｽ

ｰ

スペシャルゲスト「１２３
１２３SUE」
さんのダンスがあったりと盛りだ
さんのダンスがあったりと
くさんな一日でした。
最後はもちろん、
利用者・職員全員が一堂に

サンタさんから

から歌や踊りの
各部屋から

会してスペシャルランチを

プレゼント！気に入

出し物の
の他、クイズ大

楽しんだ後は…

ってくれたかな？

会があり
があり…

発行者
今年、
、前厄です(T_T)
めげずに頑張ります…（眼鏡）
めげずに
次号は
は記事書きます。ホームペー
ジ作ってます
ってます♪

広報担当

（コヤ）

季節のせいでしょうか
のせいでしょうか、寝ても寝

〒244－
244－0805

ても眠
眠いです。どなたかいい方法

横浜市戸塚区川上町４
横浜市戸塚区川上町４－９
TEL：
TEL：045045-828828-2820

教えて
えて下さい

FAX：
FAX：045045-825825-3199

創刊号から１年。５号まで来まし
創刊号

：sp7r6499@star.ocn.ne.jp

た。レイアウト・
レイアウト・構成・色遣い…
試行錯誤の連続です。
試行錯誤
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（マツ）

（ワカ）

