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「よろしくおねがいします」
はじめまして。私は今年 4 月偕恵学園の施設長に
赴任いたしました「多門敏夫（たもんとしお）
」と申
します。漢字で反対から読んだら、
「夫敏門多（おと
しもんた）
」となります。子どものころ始めてこれに
気がついたときは、複雑な気分でした。それが、現
在では思い出すこともまれです。凡人はそのときい
くら悩んでいてもそのうち忘れてしまっています。
偕恵学園は県立四季の森公園に隣接しています。
同業者の方々からは「近くにすばらしい公園があっ
ていいですね。
」とうらやましがられます。われわれ
が普段あたりまえだと思っていることが、とても周
りの方々から見て恵まれている事の一例です。感謝
する気持ちを忘れないようにしたいと思っていま
す。
偕恵学園では夏に納涼祭と言う行事を行っていま
すが、寺山囃子連中の方々がおはやしでおまつりを
盛り上げていただきます。今年は星槎学園の学生の
方々も和太鼓で盛り上げていただきました。日本人
はおまつりの音色で血が騒ぎたつ民族だと思います
が、日本の伝統をいながらにして味わえる利用者の
方々は幸せだと思いますし、そのおこぼれで楽しま
せていただいている職員も幸せです。感謝いたして
おります。
偕恵学園ではいろいろな職員が勤務いたしており
ます。その中では「シルバー」といわれるご近所に
お住まいの人生のベテランの方々に、若い職員だけ

～ 施設長 多門敏夫 ～

では手が届かないところを、非常勤職員として、バック
アップしてもらっています。こちらで勤務される動機は
さまざまですが、皆さん利用者の方々と一緒に生活する
ことを楽しんでいらっしゃいます。うれしいことに、退
職された後も何か行事があるとボランティアとして参加
していただいております。利用者の方々ともども感謝い
たしております。
ボランティアといいますと、もう何十年もお掃除のボ
ランティアとして毎月施設をきれいにしていただいてい
るグループがあります。決して目立つふるまいはなさら
ず、でも利用者の方々と溶け込んでいらっしゃいます。
感謝いたしております。
感謝いたしているといえば、偕恵学園の近辺を毎朝お
掃除していただいている企業の方々がいらっしゃいま
す。外に出てきている利用者にも温かい目を注いでいた
だいております。
私どもはこんなすばらしい地域で生活させていただけ
ることを感謝して、忘れないようにしたいと思っており
ます。
施設長 多門 敏夫
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第2弾
☆★☆ レンジで簡単!!

和風ミートローフ ☆★☆

― 材料 ―（４人分）
・鶏挽き肉

４００ｇ

・長葱

１／２本

・生しいたけ ４枚

・れんこん

・パン粉

・牛乳

５０ｇ

・人参

１／２本

２００ｇ（小 1 個くらい）

＜調味料＞
・味噌 大さじ３

・ごま油 小さじ２

･醤油 少々

・塩

少々

～ 作り方 ～
1. れんこんはすりおろす。長葱・生しいたけ・人参はみじん切りにする。
2. パン粉に牛乳を入れ、浸しておく。
3. 鶏肉に塩少々加えこね、味噌・醤油・ごま油を加えてこねる。さらに１と２を加えて、粘りが出るまでこねる。
4. ３をかまぼこ型にまとめ、白ゴマをふってオーブンシートに包む。
5. 電子レンジで６～７分加熱し、そのまま少し蒸らしてからオーブントースターで２～３分加熱し出来上がり。

【ポイント】

れんこんをすりおろす前に、ラップに包んで電子レンジに約１分かけておくと、楽にすりおろすこと
ができます。

喫茶・惣菜のお店
偕恵園

辻のあかり

辻

辻のあかりは、障害をお持ちの利用者さんが地域に溶け込むことを第一の目的に、平成 19 年３月、
「障害福祉サービス事業所」として上白根の辻バス停近くにオープン致しました。
現在は 20 名の利用者さんが毎日、張り切って通っております。５月に喫茶コーナーを開店、７月か
らはコロッケの販売も始めました。
お近くにお寄りの際は是非お立ち寄り下さい。
《 お品書き 》
オーガニック珈琲、抹茶
２５０円
手作りシフォンケーキ
２５０円
お得なセットで
手作りコロッケ

４００円
８０円

営業時間 ： １０時～１６時（土日、祝祭日は休み）
〒２４１-０００２

横浜市旭区上白根１－８－２５

（相鉄バス「辻」バス停下車、上白根ケアプラに向かって徒歩１分）
℡ ０４５-４７９-３５７７

※軽作業、承ります。お気軽に御相談下さい。
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クララの詩
偕恵学園の作業場は、
「紙工作業」
、
「太陽と土っ子作業」、
「クララの詩作業」の 3 つの作業場に別れていま
す。
「紙工」はダンボールの組み立て等の外注作業を行い、「太陽と土っ子」は主に農作物を栽培したり環境整
備を行ないます。今回はその中から「クララの詩」の作業場について詳しく紹介します。
「クララの詩」はクラフトグループと陶芸グループに分かれて作業を行ないます。クラフトグループは主に
ビーズでネックレスや指輪、イヤリングを利用者さん独自にデザインし生産しています。一つ一つ色の組み合
わせも考えて手作りしています。陶芸グループはお皿や湯のみなどを生産し、形も様々な物があります。利用
者さんが一つ一つ一生懸命作った作品は以下のバザーで購入できますので、是非見に来て下さい。
製品についてのお問い合わせ：偕恵学園（045-951-3436）平日 9:00～17:30

＜製品委託販売先＞
☆ともしびショップ（四季の森公園内）
☆カプカプ（ひかりが丘団地内）
☆ともしびグッズコーナー
（県民サポートセンター）

＜製品販売予定＞
☆10 月 14 日（日）もみじ祭り（偕恵学園）
↓日程等は掲示等案内をご覧下さい
☆中山祭り（中山駅周辺）
☆ワークスバザー（いわまワークス）
☆ケアプラ祭り

四季の森公園行事案内
私たちの施設のお隣にあります“四季の森公園”さんの今年度のご予定
をご紹介させていただきます。詳しい日時等につきましては、直接お問い合
わせ下さい。（℡045-931-7910）

月
９ 月

10 月

１１月

１２月

行

事

自然観察会
きのこ展
犬の教室
自然観察会
犬の教室
緑区民まつり
自然観察会
収穫を祝う会
クラフト教室
犬の教室
ボランティアによる花壇の植付け
自然観察会

月
１ 月

２ 月

３ 月

行

事

自然観察会
炭焼き（試し焼き）（初窯式）
クラフト教室
自然観察会
体験学習「雑木林の手入れ」（公募）
体験学習「炭焼き窯入れ」
（公募）
体験学習「炭焼き窯だし」（公募）
自然観察会
緑区子供フェステバル
クラフト教室
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偕恵学園からのお知らせ
学園恒例＊もみじ祭り＊のご案内と献品ご協力のお願い
日時：10 月 14 日（日）10:00～14:30
会場：偕恵学園（四季の森公園南口駐車場隣り）
恒例のバザー模擬店、フリーマーケット等の催しを予定しています。

献品のご協力お願い致します。
学園の窓口までお届けくだされば幸いです。
＊勝手ながら衣類は新品のみ、中古の家具・電化製品類、家具はご容赦下さい。
＊献品受付、問い合わせ下さい。平日 9:30～17:０0
担当：渡辺・小森

パートさん募集
★ 利用者さんと一緒に活動してくれるパ
ートさんを募集しています。知的ハンディを
持った方々と一緒に施設や近隣のケアホー
ムで、介護のお仕事をしてみませんか？
■年齢・経験不問・勤務日等は応相談！
受付：星崎（総務課）

短期入所・日中一時支援のお知らせ
★ 在宅されている知的障害を持った方が、
一時的に施設をご利用頂く制度です。詳細に
ついては、下記、担当者までご相談ください。
受付：嶋貫（しまぬき）

地域福祉のお店

ともしびショップ～四季の森～
居宅生活サポート偕
★知的障害のある方への外出支援（ガイドヘル
プ）を行っております。ご利用、ご相談には懇
切丁寧に対応してまいります。日常あるいは特
別な外出の一助として、是非、ご活用ください。

ガイドヘルパーさん募集
知的なハンディのある方への外出支援のお
仕事です。随時、募集しております。
受付：中橋
受付：中橋

古着・古布を回収します。
ご家庭で不要となった古着・古布を回収さ
せて頂いております。お譲り頂いた古着・古
布は、工場用雑巾・海外輸出等に再利用させ
て頂きます（ファイバーリサイクル事業）
■回収日 9/18（火）,11/20（火）
■回収場所及び連絡先 偕恵学園

県立四季の森公園売店
四季の森散策に 是非お立ち寄りください
県立四季の森公園内南口(駐車場大噴水隣)
ＴＥＬ（０４５）９３１－７８８８

