道も備えて下さるのである。

耐えられるように、のがれる

りか、試錬と同時に、それに

練に会わせることはないばか

がたを耐えられないような試

い。神は真実である。あなた

で、 世 の 常 で な い も の は な

あなたがたの会った試錬

─ 162 号 ─
2011 年 4 月 28 日発行
一三節

コリント人への第一の手紙
第一〇章

巻頭言

田 中 亮 治

東日本大震災に思う
社会福祉法人東京光の家
理事長

心からの哀悼の意を表すると共

〜 命を亡くされた多くの方々に

に今なお不自由な生活に置かれ

ている方々に衷心よりお見舞い

申し上げます 〜

⑴

連日のテレビ・新聞記事に接

し心が痛みます。涙を禁じ得ま

せん。東京光の家の関係者の中

り、津波によって実家を失った

にもお二方の被災地出身者がお

なぜ、彼の地の方々が筆舌に

か

方がいます。

れ、この地にあるわれらが安泰

つくし難い悲惨な災害に見舞わ

のままにあるのか、われら如き

の者にはその理由はわかりませ

ん。これは、運・不運の問題と

して片付けられる事ではありま

せん。ではどうなのでしょうか。

宇宙万物の運行、天地万物の営

やはり、わかり ません。但し、

かしたら人知では到底計り得な

みの点、その秘儀の面で、もし

それ故に、現実的に発生した災

い何かがあるかも知れません。
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して義援金をお送り致しました。

寄金をも加えて、関係団体を通

みんなで祈りをもって支援募金

す。
「返す」と言っても難しい

るのか、これ も 大 き な 課 題 で

この僅かばかりの義援金に過

事業をやらせて頂いている身と

後世への教訓としては、それ

ぎませんが、これが少しでも被

害から何かを学ばなければなら

ぞれの立場の専門家にゆずると

面目な、誠実なる運営に心掛け

ことですが、そのためには「真

災された方々のお役に立ち、今

活動をさせてもらい、法人からの

して、社会福祉の小さな事業体

後の困難な復興事業に役立つな

しては、いつそのご恩返しをす

に所属する者として、直接的な

る」のが一番であると存じてい

ないかと存じます。

被害を免れ、安泰なる生活のま

ご支援とご期待に応える道は、 らこの上ない喜びに存じる次第

まに置かれている人間としては、 ます。私どもとしては、社会の
それなりの何らかの責任と義務

このささやかな願いが、これ

です。

一にも二にも、真面目かつ誠実
なる姿勢と実践に過ぐるものは

とがあると思っています。
さて、私ども東京光の家（視

小さな福祉施設です。一〇代か

援のおかげで今日に至っている

は、毎年毎年社会の皆様のご支

治家の立場での最善の道を。行

課題だと思います。政治家は政

れの立場において取り組むべき

問題は、日本社会全体がそれぞ

なりました。何卆、ご叱正とご

らした時、右のような拙い文に

の責任と義務について思いを巡

において安泰を守られている者

よく分かりませんが、この地

一つかとも存じています。

に対する小さいけれども報恩の

の度の大災害に対する「支援」 る大きな、大きなご援助、大恩

までの私どもの福祉事業に対す

ら八〇代に及ぶ視覚障害を持っ

もって。事業家は事業家として

利用し生活しています。当然、 政はこの立場での最善の方策を

た方々が全国から、この施設を

のお立場で、愛をもって。私た

教示をたまわりたくお願い申し

覚障害者のための総合福祉施設） ないと考えています。但し、こ

用されています。従って、事業

この度の災害の被災地からも利

上げます。
最後にお祈りいたします。今

ち一般人もそれぞれの立場で、や
を尽くして支援したいものです。

くる事を信じて生きてください。

されておられる皆様、必ず光が

はり愛と能力（ちから）の限り
⑶
このような思いの中で、私ど

援者がおられ、被災地の沢山の

⑵

方々もご支援下さっています。

もも、ささやかながらも関係者

運営のために全国各地からの支

永 い 年 月 に わ たって、 社 会

なおご不自由な避難生活で苦労

の多くの方々との助けによって

会 報 五 言

一、巨大地震と大津波・荒れ
狂ったような自然の力に
は如何なる人間の力も為

す術なし。

一、尊い命を失った方々に心
からの哀悼の意を表し、
家
を失った方々に心からの

お見舞い申し上げるのみ。

一、いつも援助を受けている
身として、今度は祈りによ
る誠からの支援金を送り

届けたい。

一、
この未曾有とも言うべき

災害から何を学ぶべきか。
こ れ 人 類 永 遠 の 課 題 か。
被 災 者 の 方 々、 幾 多 の 困

難と悲しみはあろうが是
非立ち直って下さい。

一、
先はわからないが、それ
で も 先 は“ 光 ” で あ る。
切に切に復興を祈る。
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﹁東京光の家﹂と私

職員の方々が作り上げる絶妙な
ハーモニーの美しさにいつも感

歩十数分。当時は人も車もあま

ら集合場所の「光の家」まで徒

がありました。中央線豊田駅か

ボランティアをさせて頂く機会

ションである温泉旅行の付添い

そ の 後、 施 設 の レ ク リ エ ー

じました。

ながら、氏のお人柄の深さを感

します。

ンアウトなさらないようお願い

うは易し、
行うは難しです。バー

いるということです。これは言

合った対応を考え、努力されて

さんお一人おひとりのニーズに

そして、職員の方々が利用者

り立っているということです。

キリスト教精神を土台として成

ですが、
「光の家」は創立以来

とがあります。今更ながらなの

調達に奔走しましたが、この度

東日本大震災の影響で印刷紙の

年の歴史が詰まった力作です。

二〇〇ページに亘る光の家九〇

力添え、ご寄稿により総ページ

ら遅れはしましたが、皆様のお

あたる、平成二一年発行予定か

行されます。光の家九〇周年に

誌「みことばに導かれて」が発

期間を経て、創立九十周年記念

平成二〇年より三年の製作

創立九十周年記念誌
「みことばに導かれて」

私が評議員をお引き受けして

り通らない砂利道で、現在の風

私が住んでいる地域では、比

評議員になり気付かされたこ

動しております。

一年が過ぎました。このお話を

景とは異なり、時間の流れを感

較的こじんまりした施設が多い

軽部義和

頂いた時、私には荷が重すぎる

じます。温泉では私がお手伝い

評議員

お役目と感じ、お断りするつも

できたことより、却って利用者

東京光の家

りでおりました。一方、微力な

ようです。福祉まつりなどに参

した「石原兵永聖書研究会」主

今から四五年前、はじめて参加

た。又、
「正秋バンド」の演奏

を持ちたく賛助会員になりまし

さやかでも「光の家」と繋がり

社 会 人 に な っ て か ら は、 さ

思います。

て頂けますことに感謝したいと

とを知りました。

は大きいなりのご苦労があるこ

の家」のように、大きい施設に

かご期待ください。

発行の目途が立ちました。どう

がらお手伝いできることがあれ

さんに気遣って頂き、自分の力

催、野辺山夏期講習会の時でし

会には毎年楽しく通っておりま

感じておりました。しかし「光

加しながら施設運営の大変さを

ばという思いもありました。

私 が「 東 京 光 の 家 」
（ 以 下、 のなさに落ち込んだことなど懐

た。若き日の田中亮治理事長と

す。バンドのメンバーと黒子の

「光の家」
）のことを知ったのは、 かしく思い出されます。

同室になり、田中氏が語られる

「光の家」の活動に関わらせ

福祉についてのお話をお聞きし
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表されました。今まで経験した

のある日野市では震度五弱と発

せていただきます。東京光の家

とその後の対応について報告さ

せんでしたが、そのときの状況

震による直接的な被害はありま

東京光の家では、幸いこの地

復興を願うばかりです。

申し上げるとともに一日も早い

を受けられた方々にお見舞いを

われています。この震災で被害

不明の方もいて懸命の捜索が行

くの方が亡くなり、未だに行方

発生した東日本大震災では、多

三月一一日、一四時四六分に

るとのことで、二階、三階の食

たところ、対応は翌日以降にな

部が復旧できずに業者に連絡し

きましたが、エレベーターの一

しばらくしてボイラーは復旧で

ラパラ落ちてきたことと建物に

く、天井から砂粒状のものがパ

れたとか倒れたということはな

次々と報告されました。物が崩

ラーが自動停止したこと等が

た。また、エレベーターとボイ

なく全員の無事が確認できまし

つながりにくい状況の中、間も

確認中とのことでした。電話が

たが、外出中の人がいて安否の

その他に、近くの友人や親戚の

ぎに家に着いた人もいました。

大渋滞で、その日は午前零時過

とになりました。しかし道路も

きな被害はありませんでした。 の車に乗り合わせて帰宅するこ

若干の亀裂が入った等の他、大

家に泊めてもらった人、施設に

同じ方面の人が自動車通勤の人 （防災活動委員会

設車両で送ることにし、職員も

た。通所者は職員が自宅まで施

帰宅できなくなってしまいまし

を利用している通所者と職員が

なっていることが分かり、ＪＲ

やがてＪＲが全く動かなく

くれました。

が皆さん、落ち着いて協力して

控えていただくことにしました

入浴は中止とし、土日の外出も

したが余震に備えて、この日の

時間後に待機の状態は解除しま

ぞれの業務を行いました。約一

ます。

等の対応をして停電に備えてい

発電機の準備や、水を汲み置く

のかわからないために非常用の

せん。しかし、いつ停電になる

域は今のところ実施されていま

ました。

ず、不安な日々を送った人もい

族の安否の確認がなかなかでき

います。通信が混乱する中、家

や、避難所で生活している人も

用者の皆さんは防災頭巾を身近

なりました。また、この間、利

いますが、人的な被害がなかっ

た地域に利用者、職員の家族も

東日本大震災と東京光の家の状況

ことのない長い揺れを感じ、壁

泊まった人もいました。

揺れが収まるとともに、事務

に置き、いつでも避難できる状

委員長 平野 吾一）

というか、東京光の家のある地

その後の計画停電は、幸い

や天井が崩れてしまうのではな

堂には食事を階段で運ぶことに

所に防災本部が設置され、放送

この地震と津波の被害を受け

いかという気もしました。

でそれぞれの状況について報告

たのは何よりでした。しかし、
中には自宅が津波で流された人

態で待機してもらいました。職
員はヘルメットを着用してそれ

を求めました。利用者、職員と
建物等に被害はありませんでし

日頃の訓練の大切さを感じました

（4）

光の家新生園

各施設のトピックス
指定障害者支援施設

夜勤体制の導入により職員数

利用者が増加する一方で、
入所を受け入れることとなり、 ます。

制度の在り方自体を問う必要が

の確保が難しいなかではあり

あると思います。

ますが、誇りを持って盲重複障

化です。従来は親と離れること

害者に対する支援を続けてい

で、自立したことを実感し、出

し、楽な道を選択せず当時から

限られた時間のなかで支援を

きたいと思います。

「新生園」という名称。そこ

この世に生を受けた時から

入 所 し て い る 方 に は、 家 に

新生園。創立者からはじまり、 行う必要が出てきました。

利用者主体をうたった光の家

帰ることが出来る人と出来な

には常に新しく生まれ変わろ

視覚に障害を負い、発達の遅れ
田中亮治理事長、田中ノゾミ前

い人がいる現実に直面し、更な

来ること、やりたいことを見出

を伴っているが故に社会から見
園長が受け継いだ視覚障害者

る精神面での自立を求められ （光の家新生園支援課

し、学ぶことを大切にしていま

放され、見えていれば獲得でき
支援への並々ならぬ思いが産

ることとなりました。一方で、

大切にしていること

ていたであろう内容を保障でき

んだ施設光の家新生園は、一人

うとする姿勢が求められてい

ないだろうか。誰にでも必ず成

ひとりの可能性を追い求める

したが、二年前から通所や短期

長できる可能性はあるはず、と

一人ひとりの支援の充実を

主任 鈴木 栄美子）

勉強重視だった当時の学校教育

地域で多くの方が支援を求め
利 用 に 際 し、 障 害 程 度 区 分

ていることにも気づきました。
という尺度が設けられました。

施設として今でもその精神を
設立から三一年が過ぎまし

守り続けています。
た。光の家新生園の基本的な姿

これは身体や精神面での介護

に無い内容を盛り込み、一人ひ
ラムを提供できる施設作りを目

度を量るもので、グレーゾーン

とりに支援計画を立て、プログ
指し、昭和五四年、重度身体障

勢は変わらずとも、利用者や利

支援度の高さを量るものでは

害者更生援護施設 新生園が誕

ありません。マイナスではなく

にいる盲重複障害者に対する
求められ、獲得した技術や体力

用形態は変化がみられていま

「知的」ではなく「身体」障

の向上から維持に重点を置く

す。支援の傾向も柔軟な変化を

害をベースにした施設作り、当

プラスな部分を見る視点が人

生したと聞いています。

時の配置基準にはない障害に

方が増えてきました。医療面で

とって、何が自立支援なのかと

を目の当たりにしてきた私に

に大きな成長をもたらすこと

特化したが故の十分な個別支

大きな変化は利用形態の変

なったように思います。

援に対応しうる職員配置。
当時、 の配慮が必要となる方も多く
措置制度で障害者を収容する
施設作りを勧めていた国に対

（5）

2011.4.28
会報第 162 号

指定障害者支援施設

光の家栄光園

工賃向上へのス テ ッ プ ！

ました。今後も、企業や事業体

ニーズに対応できるようになり

り組んでいるとき、利用者の方々

どんな仕事でも、一生懸命に取

働く私たちも、その姿に感化さ

とした表情をしています。共に

れ、遣り甲斐を持って働かせて

は本当にうれしそうに生き生き

今回の整理統合で、あらため

などの印刷製本作業の受注をし

て利用者の「働く」ことへの意識

ていく予定です。
利用者との話し合いを重ね、同

光の家栄光園作業棟では、今
年の一月に、
「仕事の整理統合」 意を得たうえで、一月からの新

われましたが、それから一三年

整理統合は、平成九年にも行

しかし、栄光園の利用者は、率

力やストレスを伴うものです。 と共に、ステップアップし輝い

簡単なことではなく、新たな努

慣れた作業や環境からの変化は

という使命があります。利用者

には、その輝きを増やしていく

の強さと喜びを実感しました。 いただいています。私たち職員

な 目 標 は、 目 標 工 賃 月 額 平 均
年の月日が流れ、仕事の状況が

体制となりました。

三万円へのステップです。具体
大きく変化しました。減少した

を行いました。整理統合の大き

的には、三つの係に分かれてい

クの「紙漉き」
、墨字製本の「カ
新しい作業を導入してきました。
一月より、
「紙漉き」は、製品

主任 功刀 安希）

先してその変化を受け入れ、次 （光の家栄光園就労支援課

光の家神愛園

へのステップへ歩き出しました。

救護施設

光の家神愛園には二〇代から

きて入所するケースが増えてき

～時代の変化と共に～

安心した生活を送るために

ンダーやハガキだけでなく、エ

設ですが、視覚障害者の人も高

光の家は視覚障害者の総合施

ています。

齢になれば健常者の方と同じよ

八〇代の八二名の利用者が、毎
いサークル活動等を行ないなが

日活気のある作業活動や、楽し
ら生活しています。神愛園に

検討しています。紙漉きのスペー
した。
「カラー印刷」は、助成金

うに、視覚以外の介護も必要と

ら施行された介護保険法では、

なってきます。平成一二年度か

生活保護法の救護施設である神

は、光の家の兄弟施設からの入
なった為に入所を希望してくる

所や、家庭での生活が困難に
人や、近年では病院を退院して

り、大学の資料の印刷、日野市
ど、幅広い受注を受け、新たな

の障害者施設の製品カタログな

によって導入された印刷機によ

スも広がり、増産体制も整いま

コ商品とのコラボレーションも

作業と合流し、これまでのカレ

ていきたいものです。

る仕事内容の一部を入れ替える

新体制でスタート！！

きる係への移動をお願いする為、 ラー印刷」
、新たな「軽作業」等

移動に伴い、利用者にも活躍で

「移動」というものです。仕事の 「点字製本」に変わり、牛乳パッ
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活施設として作られた神愛園の

園も変化に対応しています。生

この社会の流れとともに神愛

えない状況です。

はそのような異動が簡単に行な

への異動もありましたが、現在

介護者が利用する老人ホーム等

要になると光の家から高齢の要

ました。以前は高齢で介護が必

愛園は介護保険除外施設となり

ながら安心して利用者の生活を

医師、看護師からの指示を受け

場の支援職員が状況報告をして

者の支援を行なっています。現

師、支援職員とが連携して利用

三回の嘱託医の往診があり看護

は医療的処置が必要な方も、週

当たっています。また、近年で

介護用ベッドを導入して介護に

のベッドでは対応出来ない為、

し、介護が必要な利用者にはこ

りながら、利用者の健康管理に

さないよう、職員間で連携を取

る中、小さな体調の変化も見逃

ンフルエンザの問題も表面化す

取り組みました。年明けからイ

して職員一丸となり予防対策に

昨年の感染症の発生を教訓と

設利用者の健康が守られるよう

でした。今後も気を緩めず、施

季の警戒時期は経過し平穏な年

年間は感染症の発症もなく、冬

確認しあい、結果的にはこの一

にする事が早期終息に至る事を

ました。連絡や報告体制を明確

感染症から施設を守る

医 務 課

居室のベッドは、介護用のベッ

に努めてまいります。

古川 あや子）

努めました。都から発信される
い、流行警戒発令中は予防面を

インフルエンザ情報を共有し合 （医務課
強化しつつ、正しい手洗いの徹

係長

守ることが出来ています。
の心は変わらずに、これからも

時代が変わっても支援する人

ドではなく生活しやすいような

視覚障害者が安心して生活でき

について確認・実践致しました。

るように頑張っていきたいです。 底や排泄や嘔吐物の適切な処理

日々の予防につとめています

つくりになっています。しか

一人ひとりに寄り添いながら

（光の家神愛園支援課

主任 榎本 隼人） 施設利用者は手摺り等に触れ、
移動する事が多く、消毒液にて
日に数回清掃を行いました。
また予防啓発については、利
用者の自発的な手洗いに繋がる
ように繰り返し啓蒙し、体調不
良の職員は、速やかな医療機関
の受診を促し感染症の疑いのあ
る人には自宅静養に協力を求め
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ちと、今後のボランティア活動

らのご協力に対して感謝の気持

ボランティアの皆様の日頃か

けるだけではなくボランティア

います。私たち施設職員も、受

達が現地に駆けつけ活動をして

では、多くのボランティアの方

ります。この度の東日本大震災

ほどに大きくなりました。現代

数も創立当時とは比べられない

上が経ち、利用者の数も職員の

た。光の家は創立から九〇年以

的とした委員会が発足されまし

昨年度新しく職員の研修を目

して勉強を続けていきたいと思

の発展のために様々な研修を通

好評を得ました。

働くということを勉強しとても

していただき、改めて光の家で

構え』というタイトルで講義を

方に、
『光の家で働く上での心

～創立の精神を受け継いで～

職員研修委員会発足

がよりよく出来るようにと願
活動に参加する必要性を感じて

は色々なことが激しく変化して

ボランティア交流会を開催

い、去る二月二六日、東京光の

いますが、光の家がキリスト教

や意見交換、利用者有志による

短い時間でしたが、自己紹介

スの提供をするという基本理念 （職員研修委員会

の精神に基づいて利用者サービ

います。

情野 直人）

今後も利用者のため、光の家

家の地域交流センターに於いて
います。

音楽演奏等もありアットホーム

は変わることはありません。

されました。お忙しい中、当日
は一四名の方に出席していただ

な雰囲気の中で交流会を終える

『ボランティア交流会』が開催

く事ができました。光の家の

ことが出来ました。

ただ、職員の数が増えるとい

様々な行事はボランティアの協

うことは、意識や情報の共有化
弘子） などをしっかりとしなければ、

菅野理事より光の家の精神を学びました

力無しでは成り立ちません。夏

委員長 愛甲

祭りやチャリティーバザーは勿 （ボランティア委員会

サービスの低下を招いてしまう

論の事ですが、旅行や外出行事、
賛助会宛名書き、縫い物、対面

という恐れも併せ持っていま

会が開かれました。理事の先生

対象にして第一回目の職員研修

先日、勤続四年未満の職員を

なければいけません。

と受け継いだ上で職務を全うし

の職員が創立者の精神をきちん

す。そうならないためにも全て

朗読、作業補助、環境衛生、散
歩のヘルパー、花壇の手入れ等
多岐に渡ってご協力を頂いてお
ります。しかし、
年々ボランティ
アの確保が難しい状況になって
いるのも事実です。今後は如何
により多くのボランティアの方
にご協力いただくかが課題とな

挨拶をする石渡常務理事
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平成二三年度を迎えて

光の家新生園 主任 草間樹

■

れからも努めて参ります。

を忘れずに頑張っていこうと思

います。

な役割を果たしていると感じま

神である「聖書の学び」が大き

なっているのは光の家の基本精

をさせていただいたおかげだっ

間に育ったのも、光の家で仕事

あった私が、何とかまともな人

でも家庭でもはなはだ未熟で

た。三月には研修を行い、設立

員を迎え入れることができまし

今年度も新しく一二名の職

新採用職員

す。私自身も聖書集会で力づけ

今思うと一〇年前には、仕事

二〇年勤続者

永年勤続者表彰
光の家新生園 主任 白砂郁子

■

の精神、基本方針、視覚障害者

働く上での基本的な内容を学び

への援助技術といった光の家で

ました。今後は実践での学びを

たように思います。自分を成長
者の皆さんに少しでも恩返しが

させていただいた光の家と利用
出来るよう、次の一〇年も精一

通して、 職員自 身が利 用 者 に

所、神様の導きで光の家に辿り

労わりの声をかけて頂きます。

「一人で大変ね」と皆さんに

佐藤いく子

ます。気がつくともう一〇年間

京光の家で働かせて頂いており

触れる機会を頂いて、その様な

光の家にご縁を頂き、聖書に

した。その一つに、感謝する事

家では様々な多くの事を学びま

用者の生活を守りながら、光の

期待しています。

職員になっていただけることを

質の高いサービスが提供できる

すので、よろしくお願いします。 とってのより良い環境となり、

杯仕事をしていきたいと思いま

られ、慰められ此処まで勤める

まだ独身の若い頃、知的障害

一〇年勤続者

着きました。以来、未熟で何の

果たして、其れだけの仕事が出

になってしまいました。視覚障

光の家鍼灸マッサージホーム

■

者施設が精神薄弱者施設と呼ば ことができました。聖書の教え
れていた時代に五年間勤めて、 を大切にして、この気持ちを忘
れずに行きます。
二〇年後に再び福祉の世界で働
きたいと願いましたが、年齢的

取り柄もない私が勤めて来る事

来ているか？独りよがりに為っ

害者に関して全くと言って良い

に無理だろうと諦めていました

が出来た事は、感謝の一言に尽

ほど無知であった私ですが、利

迷いも少しずつ消化できるよう

私は平成一三年一一月から東

きます。光の家は私にとって
「ブ

てはいないか？と自問自答しな

光の家神愛園 主任 榎本隼人

ドウの木」
。しっかり連なって

永年勤続表彰ありがとうござ

になりました。許して頂いて、 の大切さがあります。全ての事

新採用職員に向けて語りかける田中理事長

■

精進したいと、節目に思います。 がらの一〇年です。

います。この二〇年間利用者の

支えて頂いての今の自分です。 は自分一人では行う事が出来ま

食事課 川杉てつ子

活動を見て驚く事ばかりでし

観念ではなく実践を持って、こ

■

た。どれをとっても一つ一つが

せん。これからも感謝の気持ち

成し遂げられています。支えに
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ルドバ等の四カ国から九作品の

リー悠にて
「生き物と空」をテー

まで、ＪＲ国立駅近くのギャラ

一月二〇日
（木）～二五日
（火）

手さぐりの作品展

応募のあった国際論文コンクー

第一四回

田辺さんは、東京光の家で全
ルで一位になりました。

国際コンクール一位

盲の職員として長年に亘り、光

田辺邦夫さん

の家栄光園の点字出版を支えて
に滞在したロシアの盲目の詩人

ニーを行い、皆で会場に出かけ

オープニングの当日はセレモ

マに作品展を開催しました。

で、田辺さんはエロシェンコの

エロシェンコは大正期に日本

昨年、定年退職を迎えたもの

来た職員です。
の、現在も嘱託職員として活躍

の来場があり、多くの感想を寄

利用者たちは其々の作品を鑑賞

せていただきました。これを励

しました。会期中は二五〇余名

しました。光の家の創立者、秋

工言語のエスペラント語で発表

昨年エロシェンコ生誕一二〇年

元梅吉もエロシェンコと同時期

しています。その田辺さんが、 教育者としての役割について人
を記念し、国際盲人エスペラン

いと思います。

に東京盲学校に在学しており、 みに作品作りを支援していきた
二人は良い友人関係で、盲学校

竹村 一枝）

のクリスチャンの集まりにはエ （光の家新生園訓練課
ロシェンコも一緒に出ていたそ
うです。
受賞の結果は一月末に発表
さ れ、 そ の 後、 朝 日 新 聞 や 点
字毎日などの多くの取材を受
けた田辺さんは、
「若い盲人に
もエロシェンコのことを知っ
てほしい」とコメントされてい
本当におめでとうございます。

ました。

籐細工作品のウサギと空

これは何かな？

「触る」ことを楽しみました

ト連盟が主催、ブルガリアやモ

点字出版の校正を行う田辺さん
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地域のアンテナショップとし
した。また東日本大震災の義援

上げのお客様に抽選会も行いま

城山鶏園 加藤奉文様
卵

フレンズ 金子勝江様
りんご

計三二〇個

二〇㎏

一〇㎏

二〇㎏
二〇㎏

一台

五二個

三〇枚

八〇円切手

いよかん

向井良子様

坂本武様

川井秀子様 ロデオボーイ

飯塚文子様 みかん
ぽんかん

八〇円切手

一〇〇枚

株式会社 青二プロダクション 達依久子様

				
二〇㎏

三〇㎏

一七㎏
五〇〇g
米

小薗江康 様 干し芋

平成二二年一二月七日〜平成二三年四月五日

て日野市内の関係各施設で作ら
金の協力も同時に行い、多くの

鷹野潮子様 りんご

寄付者名簿

れた製品を販売している「日野
お客様のご協力を得ることがで

日野 わーく・わーく 豊田北口店が
リニューアルオープン

わーく・わーく豊田北口店」が
きました。とても感謝しており

一〇㎏

三月二〇日にリニューアルオー
ます。豊田駅に御用の際は、是

みかん

二〇㎏

宮田俊晴様

錦戸将斗様 りんご

二〇㎏

四〇個
一二個
一〇個
三〇個
石川雅也様 りんご

二台

遠藤春夫様 りんご
デコポン
はっさく
みかん
蔭山演知様 掃除機

二〇㎏

一四四個

和菓子

昇月 高橋昇様

三〇㎏

三四〇個

二箱（一二六本）
山崎郡治様 みかん

一〇㎏

小西慶亮様
バナナ
妙子様
浜寿司本店様
みかん

三・七五㎏

林アツ子様 米

渡辺富也 様 使い捨てカイロ

一枚

（感覚統合クオリティーセット）

九・七㎏ 公益信託 障害者愛の福祉基金様金
二〇〇、
〇〇〇円

四〇㎏ 山口恒志郎様
ＣＤ
四㎏

二㎏
二五〇g

五四㎏ 髙木啓一様
漬物
美恵子様
四八個

水菜
米

一〇枚
四枚

※紙面
 の写真は、すべてご本人の許可を得て掲載させて頂きました。

加藤勝子様 八〇円切手
五〇円切手

平石勝様

大河内忠夫様 大根

佐々木加枝子様
だし
干しわかめ

米倉清治様 米
りんご

柗田功様

市川久子様 小松菜
ブロッコリー

プンしました。昨年よりＪＲ豊
しております。

田駅のバリアフリー工事に伴い、 非一度ご来店ください。お待ち
改装工事を行い、店内もおしゃ

（光の家栄光園就労支援課
淺井 紗和）

是非一度ご来店ださい

れに改装されました。
三 月 に 入 り、 リ ニ ュ ー ア ル
オープンのためチラシ配りや店
内の準備等を進めていました
が、三月一一日に東日本大震災
が発生しました。リニューアル
オープンも危ぶまれましたが、
幸いにも震災の影響は少なく、
無事リニューアルオープンを行
うことができました。
当日はチラシ配布の効果もあ
り、 お 客 様 も 多 く、 中 に は リ
ニューアルオープンを心待ちに
してくださったお客様もいて賑
わいを見せていました。お買い
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新しい利用者を
迎えて

光の家新生園に六名と光の家栄

新たに七名の仲間を迎えました。

締めくくりの会

三月末に平成二二年度を締め

光園と光の家新生園を利用する

平成二二年度

くくる会が各施設で行われまし

平成二三年度、東京光の家は

た。お世話になったボランティ

希望に満ちた生活が送れるよう

た。それぞれの利用者が健康で

はとても初々しく感じられまし

し緊張した面持ちで挨拶する姿

多くの方に拍手で迎えられ、少

担任の先生、区市町村の担当等

一名です。入所式では保護者や

幸い大きな影響もなく、一年間

会の進行が心配されましたが、

計画停電の為、食事や放送等

訓練の修了等が報告されました。

間の思い出や成果の発表、表彰、

アの方や講師の方を招き、一年
新生園 納め会
栄光園 みのりの会

〜あ

と が き〜

新年度が始まりました。希望
に満ちた利用者の姿が微笑まし
く感じます。大震災以来、いつ
ものように平和に過ごせること
の有難さを身に染みて感じてい
ます。震災で被害を受けられた
方々に心からのお見舞いを申し
上げるとともに一日も早い復興
を願うばかりです。
会報一六二号をお届けいたし
ます。ご意見等お寄せ頂ければ
幸いです。

※ 今年度の編集委員は左記の
スタッフです。
（次号より）

編集委員長
編集委員

石渡健太郎
手島 康光
淺井 紗和
情野 直人
槇島 伸一
岩崎 幸一

今後ともご指導
よろしくお願いいたします。
（編集委員一同）

発
行 〒一九一 ︱ 〇〇六五
東京都日野市旭が丘一 ︱一七 ︱一七
社会福祉法人 東 京 光 の 家
電 話 〇四二（五八一）二三四〇
Ｆ Ａ Ｘ 〇四二（五八一）
九五六八
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http：//www.hikarinoie.org/

東京光の家ホームページ

に支援していきたいと思います。

希望に満ちた新しい利用者

の感謝とともに平成二二年度を
締めくくることができました。

神愛園 感謝会

