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ＤＥＭでは、昨年 12 月から、戸塚区名瀬町
戸塚区名瀬町にある「大成建設技術センター」
さんで、パンの出張販売を行っています
っています。毎週水曜日、11 時過ぎになると、
職員 1 名と利用者さん 2～3 名（交代
交代で担当します）で、50～60 個程のパンを
車に詰め込み出発！社員食堂の一角
一角をお借りし、すぐに販売開始です。

販売開始直後から、「楽しみにしてたのよ
しみにしてたのよ。今日は何にし
ようかな」と言いながらお客さんが来店
来店。すでに常連さん
も多く、人気の品はすぐに売り切れてしまいます
れてしまいます。お昼近
くになってくると人も増え、時には行列
行列になることも…。

「おすすめはどれですか？」
「こないだのパン
こないだのパン、美味しかったよ。また買うね」
など、短い時間ですが、お客さんと
さんと話をしながら自分達で作ったパンを一つ
一つ手渡し出来て、ＤＥＭの皆さんもうれしそう
さんもうれしそう♪
販売開始から 30 分程で、用意したパン・クッキーはすべて
したパン・クッキーはすべて完売！！

今回の販売のお話は、大成建設
大成建設さん側からお声かけいただいて、始まったものです
まったものです。
大成建設さんから、社内でのパン
でのパン販売について戸塚区社会福祉協議会さんへ
さんへ問い合わせがあり、
区社協さんがひかりとの橋渡
橋渡しをして下さいました。パンの売上だけではなく
だけではなく、地域の皆さんと
触れあえる貴重な機会となっている
となっている事に感謝し、今後も良い関係を築いていければと
いていければと思います。
これからも、美味しいパンを
しいパンを沢山持っていきます！！
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クッキー（
（お土産）とピザを
作り、みんなで
みんなで食べました
（ケーキも
ケーキも出たよ♪）

Ｓ

おもちつきの後、
コマや羽子板で
遊びました。

メニュー
第１回 ハヤシライス
第２回 ロールキャベツ
第３回 豚汁
第４回 ラザニア

鎌倉の大仏へ行きました。
何をお願いしたのかな？
オリジナルピザが
美味しく焼けたよ！

ランドマークタワー
タワーに上り、
みなとみらいの
みなとみらいの夜景を楽しみました。

あこがれの
あこがれの電車がいっぱい！

リレーコラム その 11
私のお気
のお気に入り

菅川 真梨

私のお気に入りは、腕時計です
です。お気に入り…というよりは、ないと落ち着
着かない物です。いつも、仕
事のときは肌身離さず着けています
けています。この時計は、父から高校の入学祝いに買
買ってもらったもので、当時、
私が読んでいた雑誌に載っていた
っていた物です♪
あれから 10 年近く経ち、その間
間、何度も落としたり、ぶつけたりを繰り返
返して
いますが壊れたことが一度もない
もない丈夫な時計です。失くした事もありましたが
もありましたが、
不思議とすぐにみつかり、私のもとへ
のもとへ帰ってきます。乱暴に扱い過ぎて、
そのうち愛想をつかされないか心配
心配ですが、今のところ私の大切な相棒です。
。
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相談室より

横浜市では 22 年度から「在宅心身障害者手当」を廃止し、その財源を「将来にわたるあんしん施策」に転
換・活用しています。この「あんしん施策」では、各分野ごとに計 28 の事業があげられ、中でも規模が大
きい３つの事業に関しては、プロジェクトを立ち上げて検討が行われてきました。その結果を受け、
22 年度からは具体的な取り組みも始まっています。各プロジェクトについて簡単にご紹介します！

後見的支援推進プロジェク
後見的支援推進プロジェクト

「横浜市障害者後見的支援制度」
横浜市障害者後見的支援制度」

★課題★

として 22 年 10 月からスタート！22 年度は

親亡きあとの生活が心配･･･安心して暮らして

南区・保土ヶ谷区・都筑区・栄区の４区にて行われ

いける仕組みが必要！！

ており、最終的には全区に整備予定。
※「障害者支援センター」の HP に詳細が載っています。

多機能型施設プロジェクト
多機能型施設プロジェクト
★課題★

重症心身障害の方が利用できる、ショートステイ・日中

日常的に医療的なケアが必用な方の生活を

一時支援・通所・相談の機能を備えた多機能型施設を市

どう支えるか？

内に 6 か所設置予定。現在候補地を決定し、公募に向け
て調整中です。

移動支援再構築プロジェクト
移動支援再構築プロジェクト
①移動支援に関するあらゆる相談を受け付ける
★課題★
窓口の設置
ガイドヘルパー・ガイドボランティア・
②通所の送迎等におけるカーシェアリングの検討
など移動の施策はいろいろあるが、使いづらい。
以上について、港北区にてモデル事業として実施中。
通学・通所の送迎体制も含めて、“移動”の
このプロジェクトのみ 22 年度も継続して審議が行わ
支援はどうあるべきか？
れています。
この「あんしん施策」は、
「横浜市障害者プラン（第 2 期）」の中に位置づけられています。
障害を持つ方やご家族が、安心して暮らしていけるように、障害の種別やライフステージごとに様々な取り組
みが行われる予定です。
「横浜市障害者プラン（第 2 期）」「あんしん施策」、どちらも冊子や横浜市のホームペ
ージで詳しい内容を紹介しています。詳細は、お近くの区役所にお問い合わせいただくか、ホームページにて
ご確認下さい。
横浜市健康福祉局ＨＰから「障害福祉」⇒「障害福祉のあんない」⇒「横浜市障害者プラン（第 2 期）」
⇒「将来にわたるあんしん施策（22 年度）
」

リレーコラム その 12
私のお気
のお気に入り

田中 恒二郎

私の趣味は、野球観戦です。
仕事と家庭と野球、どれを取るかと言われたら…いや、聞かないでください。
一番好きなのは、誰が何と言おうと（誰も何も言ってませんが）横浜ベイスターズ！
試合はもちろん、オフにはファン感謝デーなどのイベントにも参加しています。
ベイスターズのファンを続けていると、目先の勝ち負けにはこだわらなくなります。
そんなことより、もっと大切な何かがある…さあ、明日から頑張ろう！
そんな大らかな気持ちにさせてくれるチームは、現在ベイスターズしかありません。
さあ、みなさん！野球の新しい楽しみ方を、私と一緒に探しませんか！
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昨年 12 月に地域交流事業として「冬フェス 2010」を開催しました。
“ぴっかりライブハウス”と称し、普段ひかりの地域交流室を
ご利用いただいている方々や地域の皆さんによる、音楽や歌・
ダンスの他、最後にはひかりスペシャルバンド（即席）も登場！！
クリスマスにちなんだ歌をみんなで歌いました。

ケーナの演奏

オカリナ演奏

（ケーナ同好会さん）

（やまびこさん）

展示コーナーでも素晴らしい絵画や手作りの
洋服、ひかり日中活動の作品も展示し、豚汁や
おでんをつつきながら楽しんでいただきました。
和太鼓演奏
（空とぶくじら社さん） ご協力くださった皆様、ありがとうございまし
た！今年も…あるかな？？
今回の東北関東大震災で、お亡くなりになられた方々へ
心よりご冥福お祈り致します。又、被災された方々には
心よりお見舞い申し上げます。

地震当日、ひかりでは日中活動及び一時ケア利用の方がいらっしゃいましたが、
幸いにも利用者・職員の怪我等は無く、皆さん落ち着いて行動していました。
すぐに電車が運行停止となってしまった為、自力通所の方を車で急遽お送りする
対応をしました。その後 14～16 日まで余震や停電の状況と安全確認の為に、
全館休業とさせていただきました。日中活動利用の方のみならず、一時ケア・
ショートステイをご予約いただいていた方、地域交流室利用予定の団体様など
皆様にご迷惑をおかけし、申し訳ありませんでした。計画停電により各地で
影響が出ていますが、3 月末日現在、ひかりでは停電は起きておらず、

事務所のカウンターに募金箱
を設置しました。ご協力よろし
くお願い致します。

平常通りにご利用いただいています。
利用者の方の中には、気持ちが乱れ、不安に感じている方や、停電により不自由な思いをされている方もいらっし
ゃるかと思います。現地の被害状況の深刻さには胸がしめつけられる思いですが、利用者の方に安心して過ごして
いただく事が今私たちにできる事だと考え、丁寧な対応を心がけていきたいと思います。

発行者

お花見もしないうちに、あっと
いう間に桜も散ってしまった…
ま、花より団子のクチですが（笑）
広報担当
（眼鏡）
樋口・若杉
〒244－
244－0805
地震のニュースを見るたびに、辛
横浜市戸塚区川上町４
横浜市戸塚区川上町４－９
くなったり、涙したり…“自分に
TEL：
TEL：045045-828828-2820
できる事は何か？”をあれからず
FAX：
FAX：045045-825825-3199
っと考えています。 （ワカ）

：sp7r6499@star.ocn.ne.jp
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