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A「こんど入った会社、
どうもブラックみたいだな」
B「いいな、色が付いていて」
A「何でやねん」
B「だって俺、ムショクだもん」

人間観察ベスト３

ＡとＢの会話

一 般 投 稿（うさぎ組

１. 病院の待合室で、弁当を食べる、おばさん
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朝ドラのトト姉ちゃんを見て

とても暑い日が続いていた
夏がやっと終わり、秋になり
ました。皆さんは「秋」と言
えば、どんな秋ですか。食欲の秋、読書の秋と良く言いますが、
僕はやっぱり食べ物が好きなので食欲の秋です。
秋になると山の紅葉がとても綺麗になり、その景色を見るのが
印象に残ります。
これからも、あしつきふれあいの郷では色々なイベントや行事
が盛り沢山あるので、是非、参加をお待ちしております。

編集後記

【発行】あしつきふれあいの郷

幸雄

～たくさんのご好意ありがとうございました～

秋

３. 毎朝出会う、ライフの母娘連れの話
母、くわえ煙草で片手運転
娘、しらけ顔で、髪かき上げる。

橋本

高岡信用金庫 南部支店
株式会社 屋敷紙店
高岡断酒新生会
株式会社 和
株式会社菅原電気 株式会社吉田建築事務所
のぞみリハビリテーションアカデミー 最勝寺
角田幸子
原真枝
稲葉光枝
石黒鳳信
加藤昌子
山田節子
上田孝子
関沢浩二
南部穣
（順不同）
杉本真木子
八箇由広
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２. 9月18日、滋賀県で開催された、イナズマロック時の話。
大雨や落雷の為、西川さんが「安全や健康の為コンサートを中
止する」といった時の友人の言葉 「これが、イナズマロックか」

命の根源は栄養である
トト姉の初任給でお肉を買っている姿を見て涙を流した
僕は自衛隊という過酷な任務にあたり２等兵の分際で
初めて給金をもらって食べた
しゃぶしゃぶの味は一生忘れない
人が働くという誰だって過酷なんですが
いかに何を食べたということが大事だと思います
人は病気のあるなし関係なく ゴールが見えない
しかしスタートははっきり見える
この世に命を授かった瞬間からスタートなのである
人は様々な経験をし さまざまな災難にあう
でも
それを乗り切ったからこそ 今があると思う
誰だって痛み一つもなく生き抜いてきた訳じゃない
傷を負いながら生き抜いてきた
傷一つで死を向かえるなんて寂しいじゃないか？
色々な経験をして人は強くなる
強いからこそ涙がでるのだと思います
広島の原爆のオバマ大統領だってアメリカだって
反省しているのである
命は金では買えない
アメリカ大統領のオバマさんが
「ここから核なき世界はここからだ」
という強いメッセージをしたとき
またまた涙を流した
アメリカの国では謝罪はだめだという世論があるが
アメリカだって人だ
人間としてやってはいけないことを
ちゃんと反省している訳です
僕も反省しよう
行動の次に必要なのは反省会なのである
それをわきまえよう
なんで朝ドラのトト姉ちゃんで
ここまで言っているのだろう？

施設への善意（敬称略）
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定例の行事
【毎月１回】
第１金曜日
楽しく体を動かそう
第２木曜日
カレーの日
第３金曜日
クラブ活動
第１土曜日
昼食会
第４木曜日
ひらめき会（ピア活動）
第４金曜日
夕食会
●タイ式マッサージ・アロマセラピー体験教室
●支援センター企画（主に外出企画になります）
＜日にちは毎月予定表にてご案内しております＞
【毎月２回】
第１・第３木曜日 フライングディスク
第１・第３水曜日 カラオケ Room ♪
【毎週】
【隔月１回】
火曜日・水曜日・金曜日 軽作業
職安相談日
水曜日
卓球日和
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今年は台風の影響で天候が心配されましたが、無事に第４回あしつき秋まつりを開催するこ
とができました。これも偏に、地域の皆様や各関係機関の皆様、ボランティアでご参加くださ
いました皆様の温かいご支援の賜物と、深く感謝申し上げます。

あしつき秋祭りに参加して
今年のあしつき秋祭りで、僕は喫茶販売コーナーで、あしつきの自主製品であるシフォンケーキやクッ
キー、小物、飲み物を販売しました。
午前中は、会計時に抽選会のエントリーシートにスタンプを押す作業を担当し、実際にやってみると
なかなかハードでしたがやりがいがありました。
そして、午後からはメインの販売を担当しました。大きな声で宣伝をしていたら、たくさんのお客さ
んに来てご購入していただき、ブースは大盛況でした。
また、今回の祭りの目玉である松本ハウスさんの講演では、実際に統合失調症を経験し、克服された
ハウス加賀谷さんと、その相方・松本キックさんの、笑いを交えた経験談を間近で聞く事ができ、とて
も貴重な時間でした。最後に、お二人の著書にサインをいただき握手をしてもらい、とても記念になり
ました。
今回の秋祭りは僕にとって、とても濃密で想い出に残る素敵な一日になりました。
（垣内季春）

4月～ 10月の主な行事
4月16日 支援企画「『人生の約束』」
ロケ地めぐり＆昼セリツアー」
5月19日 春レク（金沢）
21日 支援企画「おとぎの森ピクニック」
6月13日 第1回調理実習「BBQ!」
18日 支援企画「パターゴルフに TRY ！」
23日 自衛消防訓練
7月16日 支援企画「楽しく cafe ランチ＆薬勝寺池散策」
29日 健康教室
8月   6日 支援企画「ぼだい樹祭に行こう！」
13日 住吉町納涼祭
9月   1日 シェイクアウト訓練
24日、25日 金屋楽市 in さまのこ
25日 支援企画「あゆみの郷フェスティバルに行こう！」
28日 障害者合同就職説明会
10月   1日 第4回あしつき秋祭り
17日 第2回調理実習「秋の味覚を簡単クッキング」
25日 となみ野交流会
27日 第29回フライングディスク競技会

松本ハウス

▲松本ハウスさんの笑いを交えた体験談に会場の皆さん熱
心に耳を傾けていました。

ダルクリカバリークルーズ

▲力強く息の合った太鼓のパフォーマンスを披露してく
ださいました！

この事業は共同募金の助成も受けて実施しています。
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あしつき秋祭り
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行事

SHINGO LIVE feat. 橋本

今年度の SHINGO LIVE も大いに盛り上がりました！
「今回もＳＨＩＮＧＯＬＩＶＥの場を設けていただき、唄わせていただくことを心から感謝します。」とい
うメッセージと共に、温かいギターの音色と歌声が披露されました。また、今回はサプライズゲストとして 2
曲目「ハッピーバースディ」の詩を提供した橋本さんが登場し、会場を沸かせていました！
それぞれの思いが込められた歌声や詩は、皆さんの心にも響いたのではないでしょうか…?

４月企画

SHINGO LIVE

▲温かい音色と歌声が会場に響き渡りました。

おとぎの森公園ピ

クニック

「春のレクリエーション」
兼六園見学、近江町市場散策

バザー会場

▲バザー会場も大盛況でした！今年も沢山の遊休品のご提
供ありがとうございました。

第１回

６月企画

調理実習「BBQ」

パターゴルフに TRY ！

出店

８月13日●

●

とても楽しい時間を過ごすこと
ができました。
ありがとうございました！

７月企画

楽しく cafe ランチ &
薬勝寺池公園散策

９月企画 あゆみの卿フェスティバル

▲あしつきふれあいの郷は、就労支援センターではシフォンケーキとクッキー、
支援センターではぐるぐるウインナー、焼きそばを販売しました。富山県内の
各福祉サービス事業所やボランティア団体から自慢の自主製品の出店販売も
あり、今年も大盛況でした！

住吉町
納涼祭

５月19日

５月企画

地
映画『人生の約束』ロケ
見学
リ
セ
めぐりツアー & 昼

8月企画

！

ぼだい樹祭に行こう

9月25日に、職員さん2人と利用者4人であゆみの
郷フェスティバルに参加してきました。
ある職員さんと、利用者さんはグルグルウインナー
を焼いて売っていました。
その他のメンバーはあしつきのクッキーを売って
いました。
グルグルウインナーも、クッキーもたくさん売れ
ました。とても天気が良かったので、他の事業所さ
んの飲み物や食べ物もたくさん売れていて、にぎわっ
ていました。楽しかったです。
（K．Y．）

