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Ayase River Times 
みんなで 「ほっと、いっしょに、いきいきと」 

～安心・信頼を大切に 共に考え・学び、お互いの自己実現を目指します～ 

あいのわ福祉会 

 

          施設長  横内 康行 

今年も１年間がアッと言う間に過ぎてしまったように思います。つい先日正月を迎えたばかりなのにと

思うのは私だけでしょうか。今年一年を簡単に振り返ってみると、一番変化を感じたことは、災害が至る

所で発生し大きな傷跡を残しました。多くの水害や噴火による予想もしなかった大惨事など、もし自分が

そこに居たらこれらの災害を逃れられることが出来たのでしょうか。きっと無理だったと思います。自然

の力には現代の技術を結集しても遠く及ばぬ力でしかないと考えます。エボラ出血熱も同様です。医学が

進歩すれば、更にその上を行く菌達が現れ世界を震撼させてしまうでしょう。 

自然との付き合いは素直にお付き合いするしか手が無いように思います。 

医学の進歩で寿命が延びていますが、果たしてそれが本当に良いことなのでしょうか。時には自然界の

力に合わせて無理なく自然に老いることがあっても良いのかな？等と最近では考えることが増えていま

す。やはり歳のせいなのでしょうか。 

ともあれ、平成２６年は大変な年でありました。来年の大掛かりな施設利用者の異動、バスの区割りも

様相が変わり暫く安定するまで時間がかかることでしょう。 

これから寒さが一段と厳しくなりますので、皆様風邪やノロウィルスに充分注意してください。 

                                                   

 

主任  森 哲也 

 

平成２７年度４月からの地区割りに向けて、各施設へ異動する方を対象に施設見

学がスタートしました。自分がこれから異動する施設

とあって皆さん、真剣に伺った施設の職員からの説明

を聞いていました。（中には若干名、寝ている方もい

らっしゃいましたが・・・）『ここはうちの施設より

も広いね～』『あの人がいるんだ！』と昔からの仲間と一緒だとわかり喜んで

いる方も。見学したことで少しずつイメージも出来てきた方もいたり、心の準

備も少しずつ・・・ですね。皆さんの不安を少しでもなくすために、職員間で

協力していきたいと思います。残り３か月・・・なんという時間の速さ！！     

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

大場 一幸  チョコケーキ 

大橋弘太朗  ショートケーキ 

丸藤 恵美  きらきらのイルミネーション☆ 

鈴木 健悦  いちごのショートケーキ 

福滿 春樹  甥っ子にもらったプリン 

宮下 典子  クリスマスソング 

山口 政治  クリスマスツリー 

渡邉 健吾  ジングルベルの歌 

渡辺 源輝  サンタさん 

石毛 亨子  イルミネーションがきれい☆ 

伊田 麻鈴  チキン 

小田野光稀  クリスマスケーキ 

折原 夕子  ポインセチア 

河合 裕之  クリスマスパーティー 

熊谷 俊祐  クリスマスパーティー 

小金澤武史  街のイルミネーション 

瀬戸口千尋  クリスマスプレゼント 

谷 彩香   クリスマスケーキ＆サンタクロース 

＆プレゼント 

千葉不二夫  ローストチキン 

松尾 智絵  クリスマスケーキ 

宮坂 育宏  パーティーで美味しい食事を食べる 

山崎 猛   クリスマスケーキ 

横嶋 功治  クリスマスケーキ 

畔蒜 隆夫  サングラスが欲しい!! 

荒井 裕樹  サンタさん❤ 

鵜ノ澤えり子 クリスマスツリーの下のプレゼント 

大河内武生  モンブランケーキ 

大野麻衣子  シャンパンとケーキ 

小塚 健男  ケーキとチキンを食べる日!! 

春日 陸   クリスマスツリー 

金澤 晴美  クリスマスプレゼント 

菊間 雅人  大きい骨付き肉!!! 

草野 剛   ツリーとケーキとサンタクロース 

工藤 政樹  歌『ラストクリスマス』 

小谷有里子  クリスマスケーキを食べること 

ちなみに…モンブラン❤ 

柴田真由美  ケーキとプレゼント 

鈴木 美保  サンタクロース 

知久 政美  クリスマスプレゼント 

塚 宗子   星空にトナカイがそりを引いて 

プレゼントをしょっているサンタが 

降りてくる…靴下の中にプレゼント

を入れてくれる。 

豊住以都子  おっき～い肉!!! 

中野 佐織  クリスマスツリーとリース 

中山真理子  大きなクリスマスケーキ 

根本 明典  イルミネーション 

藤田 雄作  わからない…。 

渡邊 成美  サンタさんが来る日♪ 

安達 洋介  * ゆき *           酒井眞理子  誕生日!!１２月２４日生まれなので。 

荒井 翼   クリスマスツリー・プレゼント  鈴木 陽子  トナカイ 

市川 光江  サンタさん❤         斑目 直樹  雪降ってるイメージ・クリスマスツリー 

大槻 純一  雪 ホワイトクリスマス     宮崎 知恵  そりに乗ったサンタクロース 

 

利用者編 



  

 

 

 

 あいのわ相談センター看板 (ｸﾘｽﾏｽ ver.)   

 

 

 

 

   ﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄｻｰｸﾙ 

 

 

 

 

 

４Ｇ創作 

 

 

 

 

 

 

 

１Ｇ創作 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

４Ｇ クリスマスケーキ対決!! 

大谷 綾美  イルミネーション＆クリスマスソング 

橋本 匠   クリスマスパーティー 

橋本 祥一  オーストラリアの夏のクリスマス 

神野佐知子  初めてのクリスマスプレゼント…双子の兄とお揃いの服 

佐々木章寛  毎年やっている家のクリスマスツリーの飾りつけ 

大山奈津美  クリスマス旅行…今年は温泉だよ!! 

直井 和美  息子の誕生日!! 

大橋 則子  母の誕生日 ケーキが必ず２つでした❤ 

 

春日 香奈  なんでも願いを叶えてくれるサンタさん!! 

三宅 学   ドイツのクリスマス市で飲んだグリューワイン…温まったなぁ～ 

飛鳥馬 進  子供の頃、買ってもらった野球盤・毎年作るチキンの丸焼き 

若生 恵実  家族や友達とクリスマスパーティー あと…モスチキン!! 

土井 真澄  高校の時見た表参道のイルミネーション 

西村 恵美  子供へのクリスマスプレゼント(サンタクロース業務) 

長谷川武久  クリスマスケーキ 

横内 康行   靴下の中のプレゼント？？ 

森 哲也    ジョンレノン 頭の中に歌が流れます♪ 

五十嵐奈乙美  子供達がサンタからのプレゼントを宝探し     

のように家中探した微笑ましい思い出です。 

朝井 祐子   聖夜 きよしこの夜の歌 

髙原 孝予   小学校の時にサンタさんからもらった 

リカちゃんデラックスハウス❤ 

村上 麻佳   大きなショートケーキと大きな鶏肉 

 

大手 英子  ジョンレノンのHappy Christmas 

草野 和規  東京タワーに階段で昇る。 

清水 美紀  子供の頃、イブの夜は靴下を枕元に置いて寝ていました。 

二宮 祐貴  クリスマスツリーのイルミネーション 

田中 知香  結婚式!!クリスマスシーズンに挙げたので❤ 

宮崎 和恵   子供へのプレゼントの悩み（隠し場所等） 

…サンタとして。めり～くるしみます!! 

中村 隆史    きわどい仮装？？？ 

小熊 美歩  イルミネーションの街に降る雪 

鈴木 翔太  シュトレーン!!ショートケーキよりおいしいかも!? 

丸山 陽子  プレゼントの箱 

酒井 俊一  クリスマスケーキと美味しいたべもの❤ 

堀口富士枝  雪降る駅にギャ～と思いきやサンタクロースを 

乗せたそりが…あ～鶏もも食べたい!! 

阿部満里奈  ローストチキンにクリスマスケーキ 

中野 英樹  女性のサンタさん❤ 

職員編 



編集後記 

このところめっきり寒さが増してき

ました。汚れた車を見ると、もう少

し暖かいうちに洗車しておけば良か

ったなぁ～と思います。。。暖かい頃

活動で利用者さんと洗車をしまし

た。きれいになっていく車を見て「車

が笑ってるよ♪」と…最近忘れかけ

ていた何かを思い出させてもらった

気がしました(*^_^*)   髙原 記 

 

 

 

 

 

 

 

  
今年もパンダファミリーさんより 

ケーキをたくさんいただきました。 

ありがとうございました!! 

 

 
    

 

 

 

村上
むらかみ

 麻佳
あ さ か

になりました!! 

   

１１月１日より常勤事務員となりました       

   飯土井麻佳ですが、１１月２３日に入籍 

   いたしました。今後ともよろしく 

   お願いいたします。末永くお幸せに❤ 

 

                   

 

 

 

先月号でお知らせしました 

第３４回障がい者アート展に各グループから出展しました!! 

 

キラキラ光るクリスマスツリー（１グループ） 

月と富士山のちぎり絵（２グループ） 

紅葉のちぎり絵（３グループ） 

飛んでいる飛行機のちぎり絵（４グループ） 

 

どれも利用者さんと支援員が一緒に作った力作揃いでした(^O^) 

 

 


