
編集後記 

 

最近物騒な事件が多発していていますね。 

先日の熊谷市内の事件は、２件が我が家からとても近い所でおきました。 

そんな大捕り物が起こっていたとは知りもしないで普通に生活していま

した。先日散歩にご近所を歩いてみて２件が本当に目と鼻の先なことに

驚きました。犯人はどのような神経でこの家を選び入り込み殺人まで犯

したのか、不運にも巻き添えになってしまった方たちのことを考えると、

他人事でも悔しく悲しく憤りを覚えます。 

 

 

 

 

フライドッグ・フライ販売 
ゆりかご前販売 
毎週火曜日 
11時～2時 

移動車販売 

だもんね・ 

第 3水曜日 

妻沼一日市・毎月１日 

 
 
   
 
 
  
                                         
 
  
 
 
 
 
 
  
                                                   

                         
  
  
 
 

 
  
 
 
 

 
 
 

ダンボール 
ご協力お願

いします。 

古
新
聞 

古雑誌 

ア
ル
ミ
缶 

年会費・1 口１０００円～ 

会報を送らせて頂きます。 

 

連絡をいただければ取りに伺います。 
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平成27年１０月発行 

特定非営利活動法人 

〒360-0002 

熊谷市大塚 253-1 
TEL/FAX 

048-525-9290 
代表理事 上原 秀一 

多機能型事業所  第 1２号 ゆりかご だより 

新聞・段ボール・
アルミ缶等を提
供くださる皆さ
まありがとうご
ざいます。 
これからもよろし
くお願い致しま
す。 
 

電話での予約注文受け付け
ます！ 
 

メンバーＳさんの刺繍 
まだ完成していない途中の状態。 
自分で下書きもして、動きにくい手で毎日チクチク刺繍糸を刺して仕上げます。 
仕上がるのに２か月以上はかかります。 

１２月２日 おおぞら号バス旅行 



― 新施設に関しての残念なご報告！― 
 
少しずつ涼しい秋の気配を感じるようになって来ましたね。 
 
新ゆりかご建設計画案について、メンバーやそのご家族の方達には納涼祭やお
手紙などでお伝えしてきましたが、この件に関して色々お力沿いくださった方
達や心配してくださった方たちにこの場をお借りし、説明させていただきます。 
 
遅くても７月までには出ると言われていた内示が待てど暮らせどなかなか連
絡が来ず、連絡がきたのが７月半ば過ぎ、しかも残念な結果のお知らせでした。 
今年は国の予算が大幅に削られたことなどの理由で、残念ながら補助金を受け
ることができませんでした。 
 
他の事業所の状況を聞いても、補助金を受けられなかったり、降りたとしても
かなりの減額だったりとのことで、埼玉県内どこも厳しい状況のようでした。 
 
このような状況ではありますが、今通所しているメンバーの方々により良い環
境を提供していきたいとの思いと、見学や実習などに来て、これからゆりかご
に通所を希望していただいている方々の希望に応えるためにも、新ゆりかご建
設に向けて進んで行こうと考えています。 
早速８月に再申請と言う形で県に申請を出しました。この申請が通り補助金が
受けられることになれば、最短で２９年の４月から新しいゆりかごがスタート
することになります。 
 
現在定員がほぼ一杯で新たな通所希望の方々もいるので、次回補助金を受けら
れなかった場合や、降りたとしても大幅に減額での補助金内示の場合には、予
備案なども相談しながら、今後なるべく早く新ゆりかごを建設できるように相
談しています。 
 
昨年末には居宅支援事業をスタートし、ヘルパー派遣をすることができゆりか
ごの通所時間以外での支援が可能になってきて、メンバーやご家族の方々に喜
んでいただいています。 
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現在通所している方々とその家族の方々が高年齢化していくことでゆりかご
が 
 
 
支えになれるような事業運営と、通所希望している方々を受け入れていける環
境作りを目指し、一歩一歩ですが目標に向かって進んでいます。 
 
今後もみんなで力を合わせてゆりかごを盛り上げていきたいと考えています。 
 
新ゆりかご建設の一番の理由は、現借り住まいの賃貸契約が切れること。 
そして、新たに通所を希望している人も多く、現在の定員枠では受け入れるこ
とが出来ず、受け入れるためには今の定員２０人を増やし、施設を既定の広さ
にすること。 
この二つの理由から新施設建設は絶対に必要なのです。 
 
新施設が建つよう、皆様のお力も是非お貸しください。 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
今後ともどうぞゆりかごをよろしくお願いいたします。 
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― 納涼祭！職員結束の固さ見せ所！ ―  
今年も 職員の腕の見せ所その 1 （その２はクリスマス会）「納涼祭」の季節が
やってきました。 
前々月の職員会議から日にち決めや内容決めをし、準備が始まります。 
 
昨年お出ししたカレーが人気だったので今年も主食はカレーに決まり、その他の
メニューは何にしようと頭を抱えます。 
結局決まったメニューはカレー以外にチキンピカタ・キューリ半分の漬物・煮卵・
ロングウインナー・かぼちゃの煮物・粉吹き芋・プチトマト・キャベツの千切り。 
 
当日はメンバー職員合わせて 62食分のカレーを大鍋で 
グルグルかき回し、良い匂いが立ち込めていました。   
 
メンバーの集合は５時近くでしたが、（早くから来ていた人もいましたが・・・） 
職員は朝の９時半から準備スタートです。 
 
前日までのお天気と当日、翌日の予備日のお天気があまり良くない予報だったの
で、心配しましたが、当日だけ、本当に当日だけ暑すぎず、涼しすぎない素晴ら
しいお天気に恵まれました。 
ブラボー！叫びたい気分でした！！！ 
 
ゆりかご職員の結束は固く、こういう準備の時には更に更に強まりチームワーク
抜群です。 
調理をする職員、外のテントを張る職員。それぞれの作業が阿吽の呼吸で着々と
進んでいきます。 
 
4時半過ぎ、続々とメンバー、そのご家族の皆さんが集まってきました。 
会場ではプロで活躍中のシンガーソングライター谷介さんと力山さん、毎回聞き
ほれてしまうほど素敵です。 
いつもゆりかごを助けてくれ楽しませてくれるボランティアの倉持さんそして代
表上原の楽しいライブが続きます。 
その間職員は皆さんに食べていただくお料理や氷  
ポップコーンにところてんを配ります。 
毎年沢山の方に参加していただき、美味しそうに頬張る姿を見ると汗をかきなが
ら作った私たちも頑張った甲斐があったと嬉しい気持ちになります。 
食事が終わると急いで 6張のテントの撤去作業に入ります。 
テントが無くなり広くなった場所で恒例の美和の会の踊りと全員参加の盆踊りと
続きます。 
美和の会の皆さんに踊っていただくようになって 6.7 年、「もう 80 過ぎているの
よ」とおっしゃる皆さんですがとてもお元気で、この踊りで納涼祭がさらに納涼
祭らしくなります。 

http://www.ac-illust.com/main/dl_info.php?id=192341&sw=%E5%A4%8F%E3%80%80%E3%82%AB%E3%82%AD%E6%B0%B7
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初めの頃は７人で踊って下さった美和の会の皆さんも昨年５人、今年は 4人と少
なくなっていました。 
入院なさっている方もいらっしゃるというお話をお聞きし、淋しさと年月の長さ
を感じました。 
毎年暑い中来てくださった皆さんに感謝の気持ちでいっぱいです。 
また来年もお願いしたいと思っています。 
 

踊りの後は納涼祭最後のお楽しみ、花火です。 
この時だけは老若男女童心に帰ります。 
夏はやっぱり花火ですよね。 

 
楽しい時間もあっという間に終わり、また明日から元気に頑張ろう、を合図にお
開きです。 
 
楽しかった！ ありがとう！ 
の言葉に私たち職員の疲れが一気に吹き飛びます。 
片付けが終わった後自分たちで作ったお弁当を食べながら反省会をします。 
その日はなんと 12時間もゆりかごに居たことになります。 
 
何はともあれ、お天気にも恵まれ 楽しんでもらえて良かったです！ 
 



― ６ ― 

― 誕生！ シネマ倶楽部 ― 
月に１度、お楽しみの 1つとして DVDを１日中鑑賞するという 
イベントが誕生しました！ 
メンバーに率先してやってもらいたいという事で、映画好きなメンバーの K
さん(通称 Kちゃん)に声をかけたところ、会長を引き受けてくれるとの事！ 
「ゆりかごシネマクラブ」という名前を一緒に考えました。 
開催日は…毎月第４水曜日に決定！ 
会長と一緒に活動するメンバー募集…候補者はいるもののまだ未定(笑) 
会員はメンバー全員。 
そんな中、記念すべき第１回が３月１８日(水)に始まりました。 
朝の体操後、カーテンを閉め部屋の電気を消し、そしてボップコーン代わりの
お菓子を配り、お茶を手元に…映画館気分で鑑賞会がスタート‼ 
第１回目の作品は…Kちゃんチョイスで世間でも大人気だった話題作 
「アナと雪の女王」！ 
ゆりかごの決して大きいとは言えない TVを皆で囲んで鑑賞。 
午後からは１日中難しい映画だと疲れてしまうメンバーもいるとの配慮から
(さすが会長の Kちゃん！)何も考えずただ笑える「志村けんのバカ殿様」をチ
ョイス。そしてこれが大好評‼ゆりかごに笑い声があふれました。 
回を重ねること数回…会長の K ちゃんは他のメンバーに毎月リクエストを聞
き、すっかり会長業が板についてきました。 
そして職員はというと…無くなってしまったランチ会を復活！ 
料理上手の職員の A さんを筆頭に毎回、愛情たっぷりピリ辛カレーライスを
作っています。 
レク係では普段のおやつよりちょっとだけ豪華スウィーツを考えておやつに
出すなど、よりイベント感の感じられる日になるようにしました。 
そんな調子で「ゆりかごシネマクラブ」は、ゆりかごらしさがぎっしりと詰ま
った、メンバーが楽しみにしているイベントとなっています！ 

http://www.ac-illust.com/main/dl_info.php?id=158607&sw=%E6%98%A0%E7%94%BB
http://www.ac-illust.com/main/dl_info.php?id=98942&sw=%E3%83%9D%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%81%A8%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9


― ボーリング大会 ― 
恒例ボーリング大会！７月２１日！ 
メンバー２０名の参加でボーリングを楽しみました。 
１位・２位・３位・７位・ブービー賞・ペケ賞に賞品を用意し、ボーリング場
の大きな音に負けないよう力いっぱいの声で応援しました。 
ガーターにならないようフェンスを使ったり、投げられない人用に滑り台のよ
うな台を使ったりと、それぞれ思い思いのフォームでボールを投げ、ストライ
クが出るとハイタッチをして大いに盛り上がって楽しみました。 
今年の優勝はＦ君でした。 
普段表情を見せないＦ君がニコッとした瞬間でした。 
 
 
 
 
 
 
― 赤い羽根募金活動 ― 
同じ場所で同じ日、同じ時間、平成１３年にゆりかごが始まって以来毎年ずー
っと、メンバーと参加しています。 
今年でナント１４年！ 
１０月１日は年によって暑かったり寒かったり、雨の日もあれば風の強い日も
ありました。 
今年はちょっとだけ涼しいとても良いお天気でした。 
参加しているメンバーも毎年参加している人に加えて新しいメンバーが増え
撮った写真を見るのも楽しいです。 
お世話になるばかりではなく、たまには社会貢献しなくては・・・ 
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― メンバーの作品 ― 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

この作品はメンバーＳさんの作品です。 

Ｓさんはナックファイブの「ファンキーフライディ」という番組にちょこちょ

こ投稿しています。 

結構読んでもらえているようです。 

採用されるとステッカーが届き、評価された時はＴシャツが送られてきます。 

送られてきたステッカーがＳさんの車いすに一杯貼ってあります。 

刺繍の腕前が素晴らしく、女性の私たちでも足元にも及ばないほどの出来栄え

です。 

素晴らしい感性の持ち主です。 

http://www.ac-illust.com/main/dl_info.php?id=132379&sw=%E4%BF%B3%E5%8F%A5


 
 
暑い夏、販売係りは炎がでている鉄板の前でフライを焼いているので、たくさ
ん水分を取りながら仕事をしています。 
以前、暑さ対策に冷風機を買ったのですが、施設の電力（アンペア）が足らな
いため、今年は使うことができませんでした。 
ぎゅーぎゅー詰めになった施設の中は通所者・職員のために冷房を４台付け
ていますが、ランチタイムに電子レンジを使う時は、冷房を１台切らないと、
ブレーカーが落ちてしまいます。 
電力がかかるコピー機（印刷）や掃除機を使う時も気をつけなければなりま

せん。 
猛暑日が続いた今年は、毎日何回もブレーカーが落ちてしまい、パソコンが壊
れないか心配をしました。対策を考えるため電気店に相談をして、電気の増設
工事をしてもらいましたが、増設工事をしたのは８月終わりだったので、冷風
機の出番がありませんでした。(;´Д｀) 
９月になりどこからか虫の声が聴こえ、いよいよ販売係の本領発揮する季節
になってきました。秋の販売予定をお知らせします。 
 
９月２７日（日）熊谷ドーム    ふれあいピック 
１０月１８日（日）嵐山郷      嵐山郷まつり 
  〃   おにっこハウス  おにっこハロウィンまつり 
１０月２４日（土）熊谷ドーム    ふれあい広場 
１１月 １日（日）さわた本店前   妻沼聖天山朔日市まつり 

〃   妻沼中央公民館  妻沼公民館まつり 
 そのほか月１回、熊谷市見晴町で「ダモンネみはらし」の移動販売がありま
す。是非、美味しいフライを食べに来てください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

フライ販売便り ＮＯ4 

  

昨年の販売風景 
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