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ゆりかご前販売 
毎週火曜日 
11時～2時 

編集後記 

令和元年、色々なことがあった一年でした。 

始まったばかりの令和ですが、数十年続であろう令和が平和で明るい毎日である

ことを願っています。 

これからの子供たちが安心して大きくなれるよう、切に切に願っています。 

平和な世界！平和な日本！平和な関東！平和な埼玉！平和な熊谷！ 

そして平和なゆりかご！ 

来年も良い年でありますように。 

今年もお世話になりました。来年もどうかよろしくお願いいたします。 
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●第 2 ゆりかご   
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焼き芋販売サツマイモ

の仕入れ状況によるの

で、確認していただけると

ありがたいです 

毎週火曜日予定 

ゆりかご前 

ご協力お願い

いたします。 

ア
ル
ミ
缶
回
収

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。 

〒360-0002 

熊谷市大塚 253-1 
TEL/FAX 

048-525-9290 
 

代表理事 上原 秀一 

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。 

電話での予約注文も受け付

けます！ 
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今まで沢山の皆様にご協力いただいていた資源回収

ですが、メンバーの仕事、メンバーの工賃の 1 つと

してさせて頂いていました。ですが、現在買い取っ

てくれる業者が無くなってしまい困っています。 
回収は今まで通り続けてはいますが、今後状況によ

っては中止する場合もあるかもしれません。その場

合は改めてご連絡させて頂きたいと思っています。 
 
尚、アルミ缶回収はそのまま続けますので、よろし

くお願いいたします。 



― 実習生 ― 

 

 

支援学校の高校生 3 人が、生活介護に時期をずらして実習にきまし

た。 

1人は熊谷支援学校 2年生の S・Mさん(10/15~10/18) 

2 人目は川島ひばりが丘支援学校 3 年生の M・S 君（10/28~11/1） 

3人目は行田支援学校 1年生の N・Rさん（11/18~11/22）です。 

なかでも S・Mさんは職員に「大好きです。」と言って下さり、職員

は顔を見合わせてニコニコになりました。 

最初は学校、先生から離れ、緊張したり、こだわりがあったりとなか

なかコミュニケーションがうまくいきませんでしたが、実習最終日

が近づくに連れて段々と慣れていき、少しずつ解消されていきまし

た。 

若い人はいつ来ても新鮮で初々しく可愛いです。 

短い期間でしたが、またお会いできる日を楽しみにしています。 

 

 

２ 



― 「おはようございまーす」 ― 
今日も元気な声が聞こえて来ました。 
今年、支援学校を卒業しゆりかごの新しい仲間になった Hくん。 
旅番組や時刻表が大好きで、まるで現地に居るかのようにお話しをしてくれま
す。 
通所当初は落ち着かない様子で少し興奮したような大きな声でお喋りしなが
ら室内を歩き回る姿が多く見かけられました。どうサポートしていこうかな、
どんなふうに伸ばしていったら良いかな。そんな話し合いを重ねながら数ヶ月
…先輩メンバー達にもサポートしてもらいながら、だんだんと自分のペース、
自分の居場所が見つかったかな。今では集中して作業に取り組める時間が増え
て来ました。 
メンバーはみんな働き者です 
今日は何をするのかな？朝 1番で確認に来てくれます。メンバー同士で段取り
を決めていたり、誰かが困っていると声を掛け合ったり、職員を呼びに来たり
…時には意見のぶつかり合いもありますが、自然と誰かが間に入り収めてくれ
ています。お互いの得意、不得意でフォローし合って進める姿を見ると…こち
らも温かい気持ちを頂きます 
１０月には支援学校の実習生受け入れがありました。 
実習生の M さんはすぐに溶け込み、もうすっかりゆりかごの仲間！たった 4
日間でしたが、あっという間にメンバーの名前を覚えて積極的に質問をしたり、
休憩時間にお話しをしたり…。販売で学校文化祭にお邪魔した際にはニコニコ
お話しに来てくれました 
またいつでも遊びに来て下さい。待ってます。(^^) 
 

毎日、賑やかな就労です！ 
令和 2 年もみんな元気に仲良く過ごして行きたいです(^｡

^)！ 
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― 令和初の収穫祭 ― 
今回は令和という元号になって、初めてのご近所さん、ご家族をお呼び
するイベントになりました。 
名前も「スクマム収穫祭」と変わり、年 2回(6月・11月)の恒例行事と
なりました。 
熊谷のスローガンである「スクマム！クマガヤ」の T シャツを着て、
スクマムカラー(青・白)でワイワイ盛り上がろう‼というテーマで行い
ました。 
ちなみに、「スクマム・クマガヤ」の由来は、熊谷のみんなで一緒にス
クラムを組んで街を盛り上げたいという思いから、ラグビーの「スクラ
ム」(※スクラム＝試合を再開するセットプレーの 1つで、ラグビーを
代表とするプレー。)と熊谷市の「クマガヤ」をかけて「スクマム！ク
マガヤ」を掲げています。皆さん、ご存じでしたか？ 
肩を組んで行動している「クマ」がモチーフです。 
街のあちらこちらで見かけますよね。特に駅で多く見られます。 
このスクマムの精神で職員が力を合わせて、企画・準備をしました‼ 
ご近所さんやご家族の方々のご厚意で沢山集まったお野菜・職員のお
家で作った新米、メンバーから頂いたフルーツを使い、調理を行い美味
しいお料理をみんなで今年の収穫に感謝していただきました。 
今回、一番の目玉は「古墳ジャンベ隊」による演奏!! 
迫力あるジャンベ(太鼓)の音、軽快なリズムとダンス♪ 
ジャンベ隊が会場を巻き込み、収穫祭に集まった皆さんの気持ちが一
つになった瞬間を見ることができました。 
メンバーも太鼓をたたき、リズムに乗り、笑顔と大興奮のあっという間
のひと時でした。 
いつも駆けつけてくれる斉藤さんの演奏、お馴染みの上原代表とメン
バーさんのコラボバンド、楽しいゲーム大会の後はブレイクタイム!! 
職員手作りの美味しいかぼちゃスイーツと、お店を営む川田さんの淹
れたて本格コーヒーでまったり…。 
帰りにはつかみ取りで GETしたお菓子の景品、ポップコーンのお土産
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に記念写真付き☆ 
 
とても楽しい収穫祭になりました!! 
去年から始まった収穫祭、 
今回は総勢約 70名の参加になりました!! 
だいぶ大きなイベントになりつつあるなぁ～と感慨深く、又いつも皆
さんの温かいお気持ちでのご協力に感謝の気持ちでいっぱいです。 
イベント以外でも、いつでも気兼ねなくゆりかごにお立ち寄り下さい
ね。 
素敵な笑顔のメンバー、明るい職員がお待ちしております♪♬ 

 

5 



    

ラグビーワールドカップ 2019熊谷を記念して、新商品 
「ラグビーフライ」を開発しました。ラグビーの形をした 
楕円形容器にソース焼きそばを入れて、地粉・豚肉・ネギ・ 
卵が入ったフライを乗せ、焼き印を押してできあがりです。 
 
 
 
 
新聞社で取材を受けた後、たくさんの人から「見ましたよ」とお声
をかけていただきました。また、販売に出向いたところでも「食べ
るのを楽しみにしていました」「焼きそばとフライでボリューム満点
ですね」と好評でした。 
最近、販売に加わったメンバーＨくんは、熊谷市内の販売や配達に
行くことが多くなりました。Ｈくんの“笑顔ニコニコパワー”はフライ
を受け取った人も笑顔になり、「癒やされたぁ」「可愛い、また来て
ね」と声をかけて頂きます。 
その他、販売の仕事として、パック 
にシールを貼るメンバーのＫさん、 
Ｍちゃん、Ｎちゃん、Ｙさん。 
ドッグを包むアルミホイル紙切りを 
するＦさん等、お客様から見えない 
ところで頑張っています。 
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フライ販売便り No9 
 



緊急のお知らせ 
 

 突然ではございますが、移動販売車のフライ販売を始めて早９年

が経ち、皆様の多大なるご支援のもと続けてまいりましたが、人件

費削減等諸事情によるため、土日祝日の販売を誠に勝手ながら大幅

に縮小する運びとなりました。 

 長きに亘るご支援ご厚誼に心より御礼申し上げますとともに、ご

迷惑をおかけする結果となりましたことを深くお詫び申し上げます。 

 まずは略儀ながら書中をもちまして挨拶を申し上げます。  

皆様の今後のご健勝とご発展を心よりお祈り申し上げます。 

また、当面は火曜日の施設前販売は続けていく所存です。 
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― ３Ｙ運動会 ― 

１１月１３日、今年で２回目になる３Ｙ運動会に参加しました。 

（ゆりかご、ゆめたまご、遊ＴＯピアで３Ｙ） 

 ２回目ということもあり、去年よりもバージョンアップ！！ 

各事業所で種目を１つずつ担当し、玉入れ、借り人競争、仮装競争と、事業所

カラーの溢れる運動会になりました。 

借り人競争は、「ゆりかごで一番優しそうな人」など、紙に書いてある内容の人

を、他の事業所から選んで借りてくるという、ドキドキ感がたまりませんでし

た！ 

競技の中で一番盛り上がったのが仮装競争！ 

１から６番までの順番を決め、呼ばれた順番から３事業所で衣装を取り合いま

す。その衣装の中に点数が隠されていて、その点数の合計で順位が決まります。

取った衣装はモデルが着用。 

ゆりかごが取れたアイテムは… 

黒マントにサンタ服、軍手、金髪カツラにサングラス、傘。何ともチグハグ（笑） 

テーマは「令和のマリーアントワネット」に決定！そんな衣装も素敵に着こな

すモデルのＮちゃんでした🖤🖤仮装は高得点をゲット！ 

 

ショータイムでは、一生懸命練習した「パプリカ」の歌とダンスを披露しまし

た。 

とっても上手に踊れて、今までで一番の仕上がりでした。 

曇り空で体育館の中も寒かったけれど、３事業所で一緒に競い、ダンスをした

り、お昼を食べたり…とっても楽しく、有意義な１日になりました。 

気になる結果ですが… 

ゆりかごまたまた優勝！！二連覇という、素晴らしい成績でした！ 
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― ゆりかごの中にこんなコーナーがあります ― 

ゆりかごがスタートして 18年、高い山あり、険しい谷あり、反対に素晴 

らしい虹が架かることや嬉しくて心が晴れ晴れするような出来事もあり、 

そんな色々な日々でした。 

沢山の方たちに支えられ、沢山の人達との出会いもありました。 

この 18年の間には悲しい出来事もありました。 

特にメンバー（通所者）とのお別れ、職員とのお別れは悲しくつらい出来事 

でした。 

病気で逝ってしまった人、朝お迎えに行って亡くなったことが分かった人、

休日に事故で亡くなったことを新聞のニュース欄で知った事も、等々8 人も

います。 

どの人の事も信じられず、悲しい思いを沢山しました。 

その人たちとの思い出はたくさんあります。 

あの席に座っていたなぁ。とか、こんな毒舌はいていたなぁ。とか、 

優しくて素敵な紳士だったなぁ。とか、明るくて優しい 

職員だったなぁ。とか今でも声も姿も思い出します。 

 

命日にはお墓参りをしたり、お線香を 

あげたり、亡くなった人たちの話題が出たり。 

私たちは忘れません。 

みんなの心の中にずっとずっと生き続けています。 

 

出来ることならもう一度会いたいな。。。 
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― 今年で 2年目 サンタ帽子作り ― 
今年もサンタ帽子 100個の納品が無事に終わりました！ 
10 月からの追込み時期には担当メンバーの意識も上がり、サンタ作業をここ
まで終わらせたいからと朝イチで段取りの確認に来てくれます♡ 
 
臼杵さんが描く想い！とゆりかごに協力したい！の想いでお話しを持って来
て下さり… 
私達のワクワクな気持ちと、臼杵さんに協力出来ることがあるなら、とスター
トした帽子作り。 
最初は安く作る事が目標と思い込んでいた為、スッタモンダの話し合いの繰り
返し…少しでも安く、でも手は抜きたくない！どうしよう…。 
あちこち駆け回り材料を探し…製作の段取りを細かく確認。 
メンバーの担当箇所と職員の担当箇所をしっかり分け、安全に、でも怖がり過
ぎずとメンバーに声をかけながらスタートしました。 
実は 1年目、メンバーの中にミシン経験者は一人もおらず、メンバーにミシン
なんて考えられない！ケガをさせてしまったら、とドキドキのスタートだった
のを 

思い出します。 
ですから作り上げた時はもう感動でした！！ 

 
とか言う私は実は先っぽに付いてる白いボンボンしか作れませんでした。 
♡ごめんなさい♡ 
担当職員と私たちの洋裁師匠の副代表と真面目に取り組んでいるメンバーが
コツコツと本当にコツコツと作りました。 
こんな夢のある、素敵なお仕事をいただけたことに感謝しています。 
 
今年も沢山の人の笑顔に繋がりますように… 
サンタ帽子が誰かの「勇気や優しさや仲間の 
輪」作りのアイテムになれますように。 
そんな想いを込めて・・・（╹◡╹） 
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大きな布地に印を付ける。 

切り方に失敗したので 2 回休み 

沢山切れたので２コマ進む 

針で手を刺したので１回休み 

黄
金
の
サ
ン
タ
帽
子
も
作
り
ま
し
た 
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上原代表がこのサンタプロジェクトの１会員として今回の 

イベントを企画しました。 

代表からのひと言！ 

 

 

 

 

 

🎅🎅熊谷サンタプロジェクトキックオフ大会１２月１日第２ゆりかご
にて開催させていただきました🎅🎅 
就労 Bとしてサンタ帽子製作の仕事をいただきました。 
メンバーが作った帽子で人の輪が広がり、その活動がメンバーの刺
激になり、意識が上がる事で製作意欲が上がり、手に取って下さった
方々が「ゆりかごさん帽子を作ってくれてありがとう」となっていっ
たらメンバー達の心の中の存在価値が上がるんじゃないかと言う想
いで昨年から活動を続けてきました。 
これからもご理解頂き、また協力をお願いできたら嬉しいです。�� 
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― ワクワクなクリスマス ― 
１年で一番ワクワクする時期！クリスマス！今年もゆりかごでのクリスマス会をし
ました。 

毎年職員がメンバーの喜びそうなメニューを考え、一人一人にあった
プレゼントを予算内で考え用意をします。 
一人一人にあった、というのはなかなか大変な作業なんです。 

気に入ってもらえたなら本当に嬉しくなります。 
今年は少しだけ趣向を変え、メンバーのなぞなぞ大会等も取り入れました。 
職員ほぼ全員による「聖歌隊」が歌うクリスマスソング！ちょっと滑稽だったかも。。。 
そして、メインはプロ鈴木ネルソンさんによる『アルパ』の演奏！ 
見た目はハープのようで、ラテンアメリカの民族的な楽器です。 
とにかく音色が心地よく、また是非聞きたいと思う演奏です。 
ネルソンさんのお顔も素敵ですが、声もまた素敵なのです。 
メンバーのNちゃんの知り合いで紹介していただき,去年のクリスマス会にも来てい
ただきました。 
プロの方に来ていただけるなんて本当は無理な事だったのを無理を承知でお願いし
て遠く熊谷まで来てもらっちゃいました。感謝です！感動です！うっとりです！ 
今年もゆりかご最終日まであと数日！最後の最後までバタバタとしているゆりかご
ですが、（あ、もしかしたら私だけかな？）来年も楽しく、明るい未来のあるゆりか
ごでありますよう努力していきたいと思っています。 
皆様、１年間お疲れさまでした。皆様にとっても明るい明日でありますように。 
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