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「木洩れ日」（其の 6７）
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生活介護事業所
「けやき」

☎0475（44）2888

あらためて人は群れでなくては生きられない動物だと思う
施設長 松島栄一
どこにでもある話だと思いますが、我が家も子供が成長し二人の姉、兄は仕事に就き職場の
近くに住むようになりました。最も二人が大学時代からそうであったわけですが、就職となる
ともうこれから先その構図は変わらないだろうということです。幸い？にして３番目の子ども
はまだ家にいるので、夫婦とおばだけのいわゆる高齢者だけの世帯にはなっていないのです。
彼がいるおかげで、会話もあるし、つながりもできているという感じです。同様のことが私の
実家にも起きていまして、私の弟夫婦と母が暮らしているのですが、やはり弟の子どもが仕事
で家を出て大人だけの世帯になったわけです。そのとたん母がとにかく愚痴っぽくなり、たま
に会うと弟夫婦の愚痴を何度も同じ話をします。おそらく出来事は何回も起きているわけでな
く、一二度のことを繰り返し聞いてくれというわけです。ストレートに話を聞いてくれないと
も言ってきます。弟夫婦の対応の問題もないわけはないのでしょうけど、特にひどい状況とい
うわけでなく、ごく普通の日常の生活をしていればそうなるかなという程度ですが、やはりコ
ミュニケーションの量が足りないのだろうかとも思うわけです。
母も別に引きこもっているというわけでもない、近所付き合いもあるごく平均的な高齢者だ
と思うわけですが、それでもコミュニケーションの量が足りなくなってしまうのかなと思いま
す。若くしてひきこもりやネット依存といった状態の方がいっぱいいるといいますが、やはり
コミュニケーションの量が足りなくて、愚痴だけでは済まない行動に走ってしまうこともある
のかなと思います。やはり人間は直接的にふれあい面と向かってコミュニケーションをとれな
00000000
いと生きる力を失ってしまう動物なのではないでしょうか。そのことを肝に銘じ、子育て、教
育、家族の在り方、福祉政策等々見直していったほうがいいかと思います。

インフルエンザ予防接種実施のお知らせ
日時；11 月 9 日㈮
午後 2 時～（※通常活動時間内で行います。
）
場所；けやき
外房こどもクリニック（嘱託医）のご協力で、希望する利用者さんや保護者
の方を対象にインフルエンザ予防接種を行ないます。
※申し込みをされた方には予診票や予防接種費の集金をいたします。
※当日、予防接種された方は接種後 30 分間、けやきで様子を見てからの帰宅
となります。
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10 月 5 日㈮・6 日㈯ ～伝われ！けやきスタイル!!～

毎年恒例となりました 10 月第一週の 2 日間
のイベント。前の週末と前日は台風接近の影響
で雨。当日 2 日目は午後から雨の予報。最後
までハラハラしながらも、おかげ様で 2 日間
とも開催中は日差しが暑く、喫茶用のテーブル
を木陰の移動にあわせて動かすような恵まれ
た天気となりました。
けやき祭は静かな
祭り。野外に飾られた
「けやきアート」を眺
めながら、お客さんが
木洩れ日揺れるテー
ブルでのんびりとす
る時間。
今年も昨年から恒例
となった（？）
「地方鍋
シリーズ」の第２弾！
「ひっつみ汁」や、思い
のほか絶品だった
「じゃ
がバター＆トッピング」
（加工食としてもＯＫ！）
、
復活した「よもぎ茶」など味わえるものを多くそろ
えました。
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その甲斐あ
ってか、嬉し
いことに長居
をしてくださ
った方も少な
くありません
でした。
東北物品販売は好評で、それ以上に
「けやきオリヂナル商品」がこれまた
好評でした。
心地よさと感謝の 2 日間でした。
少しだけ生まれた利益をささや
かですが、以下の通り、東日本大震
災復興支援の募金へ遅らせていた
だきます。なお、事前にお伝えして
おいた震災支援用の募金・
「ベルマ
ーク回収」にも御協力をいただき、
「けやき」が責任を持って送らせて
いただきます。

＜今回のけやき祭収益より募金いたします＞
募金先；きょうされん 自然災害支援基金口
募金額；12452 円
なお、この「けやき茶屋 2012」当日に開館しました
「小さな美術館」
（敷地内本館 3 階の一室）は、まだ「よ
うやく形づくった」感が否めない状態ではありますが、
ご覧下さった方々より好評を得ました。
（今後も引き続き「けやき」営業日はご覧になれる予定
です。ご希望の方はご連絡ください。
）
2 日間ありがとうございました!!
来年もけやき静かなお祭り、是非お越しください！
☆当日、お客様として元・けやき職員の鷹取さん、ボランティアとして前・けやき職員の深山さんが来てくれました！ Thank you!!☆
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10 月・11 月・12 月の予定
10 月 22 日㈪；お
㈪；お弁当（
弁当（厨房お
厨房お休みのため）
みのため）
10 月 22 日㈪～：健康
㈪～：健康チェック
健康チェック週間
チェック週間
10 月 25 日㈭～26
㈭～26 日㈮；長生特別支援学校生徒実習受入れ
長生特別支援学校生徒実習受入れ
11 月 9 日㈮；インフルエンザ
㈮；インフルエンザ予防接種
インフルエンザ予防接種（
予防接種（希望者）
希望者）
11 月 10 日㈯；九十九祭
㈯；九十九祭★
ときわぎ工舎会場（
休業日）
九十九祭★ときわぎ工舎会場
工舎会場（休業日）
11 月 11 日㈰；九十九祭★
九十九祭★学園・
学園・幼児教室会場（
幼児教室会場（休業日）
休業日）
11 月 12 日㈪；お
㈪；お弁当（
弁当（厨房休みのため
厨房休みのため）
みのため）
11 月 19 日㈪～；健康
㈪～；健康チェック
健康チェック週
チェック週間
11 月 23 日㈮；一松工房
㈮；一松工房・
一松工房・味噌祭り
味噌祭り（休業日・
休業日・勤労感謝の
勤労感謝の日）
㈮；休業日
休業日（
職員研修のため
のため）
11 月 30 日㈮；
休業日
（職員研修
のため
）
☆今年度の
今年度の年間予定表にいくつかの
年間予定表にいくつかの変更
にいくつかの変更があります
変更がありますのでご
がありますのでご確認
のでご確認ください
確認ください☆
ください☆
① 冬季休業は
冬季休業は 12 月 28 日㈮～1
㈮～1 月６日㈰となります。
となります。
② 職員研修が
職員研修が 11 月 30 日㈮～12
㈮～12 月 1 日㈯になります。
になります。

～「けやきオリヂナル製品」新作などのお知らせ～
けやきアート

けやきアート

卓上カレンダー
（2012.10～2013.12）
500 円
けやきアート
レターセット

けやきアート
しおり

マグネット 栞

スグレモノ!!
是非一度手にとってみてください
150 円

ジグソーパズル
超難度！の超あーとパズルです。
350 円

竹おじさんとのコラボ「けやき玉耳かき」に

そのほか、定番の
「シュシュ」
新たな仲間！
「けやき玉・髪ゴム」
毛やき玉くん耳かき 「けやきアート・トートバッグ」
などもあります!
300 円
150 円
速報!!これから茶碗蒸しに欠かせない「銀杏」は只今急ピッチで出荷準備中です！

「九十九祭」や「一松工房味噌祭り」、「生き活き展」「ときわぎ工舎店頭（平日常時）」でも
販売を予定しています。どうぞ一度、手にとってご覧ください！
編集後記今年のけやき祭。相変わらずお客さんは少ないのですが、なかなか「身の丈」の心地よい
お祭りです。当日ご用事があって会場に震災支援のベルマークを持ってすぐに帰られた方もいたり、
けやきの仲間にもかかわらず「けやき祭不参加」を希望した方が当日笑顔で一人遊びに来たり…と
「つながり」を感じて幸せになれる瞬間がそこかしこにあった感謝感謝の 2 日間でした。 （西）
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