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さくら草、
初の
「個展」
開催！
（８月１５日～９月２日）

題して、
『さくら草の仲間たち展 工房みのり －ＫＡ
Ｏ－』
（－かお－）は、真夏の日差しのように多くの人を
照らした。見れば見るほど嬉しくなる、赤池 満里（あか
いけ まり）さんの陶芸作品。一つとして同じ表情は存在
しない。絵画、澁谷 康貴（しぶや みちたか）さんは、赤・
橙・黄・緑・青・・・。たくさんの色のクレヨンをグルグ
ル球に重ね、描く。
「宇宙はカラフルだ！」と、魅せた。
日々の生活の中で表れる個人の作品センスは、
多くの人々
の心をとらえたようだ。
今回の個展の開催には、近所の Cafe&Sweets WITH
ONE（ウィズ ワン）さんのご協力により実現すること
ができました。さくら草一同、篤くお礼を申し上げます。
（野島）

（焼き物家：赤池）

オーナー日暮さんのお話

ギャラリーの様子です。

（澁谷画伯）

来店したお客さんは、どういう人たちの作品かを知らず、目の
前に広がる２枚のタペストリーに目がいき、
「ダイナミックだね」
「すごいね」という言葉をかけて下さいます。
その後で、こういう人たちが全部の作品を作っているんですよと
いう話をすると、更に「すごいね」という言葉が返ってくるんで
すよ。
私も個展では、型にはまらない作品を見て、無限大の可能性を
感じました。そして何より、来てくださるお客さんに喜んでもら
えたのが一番なんです。
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埼玉県川口市芝７２３８

ＴＥＬ／ＦＡＸ：０４８－２６７－７１７０

営業時間 １０：００～２０：００
第２月曜、毎週火曜定休

ＬＯ１９：３０

http://www.with-one.jp/

と、このように笑顔で話してくださいました。
（取材：内城） 第２回さくら草の仲間たち展開催決定！！２００８年６月
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健一さんのアロマセラピー
部屋中にただよういい香り。今日は月に一度のお楽
昨年より資源回収の作業を始めてやっと 1 年半が過

しみ、アロマセラピーの日です。アロマセラピーのボ

ぎました。

ランティア・縁起さちこさんがアロマオイルの香りと

作業を大海原を航海し始めたヨットに例えると、は

共に、さくら草に到着。いぶき→わかば→みのりと各

じめは波も風も無くただプカプカと浮かんでいるだけ

部屋を順番で回る縁起さんをずっと追いかけて(？)

でしたが、保護者をはじめ、ご支援を頂いている各個

いるのは、細川健一さん。季節や体調に合わせたアロ

人の方々また御商店のご協力により徐々にではありま

マオイルを使ったハンドマッサージに健一さんもう

すが、推進力を得ながら進み始めました。微風ではあ

っとり。笑顔も満開です。
お母様のお話では、家に帰っても１週間経っても、

りますが帆に風をうけている様に感じます。
利用者の夢を乗せたヨットが今後さらに地域の方々

腕に鼻を近づけ、香りを嗅ぐ仕草をして、その余韻に

のご支援を賜り帆が追い風で大きく膨らむ事を願って

ひたっているそうです。そんなお話を聞き、自分だけ

おります。

の楽しみを見つけることができるって、何て幸せなこ
となのだろうとしみじみと感じました。

ご近所方々及びご商店やマンションの方々と大勢の

「さくら草の皆さんの笑顔で元気やパワーをもら

方にご支援を頂いておりますが紙幅の関係上お名前を

えるんです」とは縁起さんの言葉。なんとも嬉しいお

ご紹介できず大変申し訳ありません。

言葉ですよね。健一さんもきっと喜ぶだろうなぁ。

この場をお借りして日頃の御礼を申し上げますと共

次はどんな人との“出会い”と“楽しみ”が見つか

に今後ともご支援の程よろしくお願い申し上げます。

るかな？お楽しみに！！

（近藤）

（佐藤淑）

さくら草の商品たち

柄小皿

マグネット（アジア風）

変わり花瓶

＜活動報告＞
（１９年５月１日～１９年９月１０日）

寄贈
株式会社 リコー 様 より
『玄関 飾り棚』
・埼玉県産の檜を使用した、
立派な飾り棚です。

５月

６月

１２日
２７日

蕨市ふれあいフェスタ

２日

「旬」thank youバザール

３０日

７月

４日
１１日
12-13日

8日,11日 新人研修 職員①

１９日

19-20日 新人研修 職員②
25-26日

製作協力：知的障がい者
通所授産施設
『川本園』

福祉バザー

６月

２９日
健康診断-年2回

新人研修 職員③

８月 16日-9月2日

第１回さくら草事業検討委員会
施設内新任研修
奈良たんぽぽの家見学 職員２人
防災訓練
Vr.スクール
個展「さくら草の仲間たち展」

健康診断
ヘアカット(理･美容) 通院介助

アロマセラピー-月１回
陶芸―週1回

30日-8月31日

宿泊旅行下見

みんなのアトリエ-月１回

グルメ外食-一人年２回

体重測定-毎月初旬 誕生会-各誕生月 音楽療法-月１回
静的弛緩誘導法訓練会参加-月１回

家族会-月２回

趣味の日-月１回
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開設からはや 1 年半。
でも、あみ～ごって一体何するところ？
今回は、そんな皆さまのためにお届けします☆

ひとりで悩んでいませんか？？
困ったこと、聞いてほしいことなどがあったら…

どうしたらいいの？
日中すごす場がほしい
仕事をしたい
1 人暮らしをしたい
家事が苦手
おしゃべりする仲間がほしい
家族のことで…
どこに相談していいのかわから
ないけど･･･
・ 外出できなくて困っている
・ 通院の同行をお願いしたい
など
・
・
・
・
・
・
・

まずお電話ください！

相談員が必要に応じて面接や訪問をおこない、
お話をうかがいます。

いっしょに必要な支援を考えて、

たとえば…

支援が受けられるようにお手伝いします。

（あなたに関係する人たちといっしょに考えることもあります）

その後も必要に応じてお話をうかがいます。

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

ヘルパー事業所
福祉施設
ボランティアさん
ハローワーク
学校･教育関係
病院関係
保健所等
役所の各窓口
他区支援センター
当事者会

☆ 南区障害者生活支援センター あみ～ご ☆
〒336-0022
さいたま市南区白幡 5-11-16
電話/FAX 048-866-5098
相談受付 10:00～17:30
（土日祝日はお休みです）
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✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤
サポートさくら草の駐車場が広く、新しくなりま
した。
サポートさくら草の大家さんでもあり、設立当
初から応援してくださっている石井様のご好
意？ご厚意？により、大幅に拡張されました。
ちなみに・・・
・ 「好意」→相手を好ましく思う気持ち・相手を
気遣う気持ち
・ 「厚意」→人情に厚い心
だそうですね。
「好意」＆「厚意」が、とてもありがたい思いです。
スロープ上には屋根が付き、荒天でも
乗り降りに困ることがなくなりました。
しかも、屋根を支える支柱も全て特注品！
台風にも負けない、ちょっと車をぶつけた
って大丈夫！？な強度を誇ります。
コンクリートのスロープが、ぐるっと駐車場
を取り囲みます。 どこから乗り降りしても、
車椅子に優しい作りになっています。
どんなにお礼を言っても足りないけれ
ど・・・サポートを利用してくださる方たちを、
大切に介護させてもらうことが１番のお礼に
なると思っています。
新しくなったサポートさくら草に、ぜひ１度遊びに来てくださいね。

✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤
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「ゆずの交換日記」から……4
成長
最初に貴志君と出会ったのは、本太のさくら草。3 年
と 8 ヶ月前で、小学校 4 年のかわいい男の子でした。
歩行がちょっと不安で、転倒しない様に緊張しながら
ずっと横に付いて見守っていました。そして常にベッド
に横たわっていた貴志君が、今は中学校 2 年生です。身
長も高くなり、私を遥かに越してしまいました。
そんな貴志君は、水の中が好きでプールではとびっき
りイキイキ！笑顔がステキです。普段は外やゆずの部屋
を走りまわる程、足も安定してしっかりしてきました。
貴志君の成長を日々感じています。そして笑顔に癒さ
れ、側にいるだけで幸せを感じます。

同じ頃、出会ったのは小学校 2 年生の彩菜
ちゃんです。本太のさくら草の玄関で、大声
で泣きわめき、物に八つ当たり！！
小さい体で一生懸命抵抗、また一緒にいる
と髪の毛は思いっきり引っぱられ大変だなあ
と思いました。
そんな彩菜ちゃんも今では小学校 6 年生。
すっかり女の子らしくなり、以前の様に大声
で泣きわめいたりすることもなく、髪の毛も
ほとんど引っぱらなくなりました。
プールでは、イルカの様に上手に潜りイキ
イキとしています。
そして歌も大好きで、いろんな歌をいつも
口ずさんでいます。音程もしっかりしていて、
とても上手です。わたしは下手なので羨まし
い限りです。
日々、こども達の成長を実感すると共に、私自身も成長させてもらっている様に感じ
ています。
いつもありがとう
川渕より

（６）
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社会福祉法人さくら草後援会に対し、多大なご理解・ご協力をいただきまして心より厚く
御礼申し上げます。これからも引き続き、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

『この街 大 好 き さくら草 チャリティー ダ･カーポふれあいコンサート』
コンサート実行委員会
とても澄んだ美しいハーモニーは、聞く人の心にきっと響くに違いない、ダ・カーポのお二人が出演して下さいます。
秋の夕暮れのひととき、たっぷりとお楽しみ下さい。
チケット購入のお願いと、コンサート当日のお手伝いの募集もしております。よろしくお願い致します。
会場…さいたま市文化センター大ホール
日時…１１月２３日（金）勤労感謝の日 １６時開演（１５時会場)
チケット…指定席 4,000 円 自由席 3,500 円
（当日券は５００円増し）

≪ 後援会活動報告と予定 ≫
4/29
5/12
5/27
5/27
6/29
7/12～13
9/23
10/11～20

≪募金係より≫
今年度後期の街頭募金があります。
道行く人からの感動が得られます。
ぜひ、ご参加ください。
10 月 28 日
11 月 25 日 ※どちらも雨天中止です

10/13
10/28
10/31
11/23
11/25

街頭募金
福祉バザー
ふれあいフェスタ 2007 年
街頭募金
定期総会
「奈良たんぽぽの家」見学
ママさんバレー関東大会での販売
さいたま市市民活動サポートセンター
オープニングセレモニー参加
福祉バザー
街頭募金
第一回研修部研修会
この街大好き さくら草チャリティー
ダ・カーポふれあいコンサート
街頭募金

≪活動の紹介≫
※ さいたま市市民活動サポートセンター
オープニングセレモニー参加
さくら草後援会は活動を続けていく上で他の市民活動
団体との連携の必要性を感じています。さくら草を多く
の市民に知ってもらい、さくら草の理解者を増やすため
参加します。
10/11～20 JR 浦和駅東口商業ビル 9 階
※ 第一回研修部研修会
「地域で当たり前に暮らし続けたい」
＜日中活動の場＞＜その他の支援＞とい観点からそ
れぞれの提案者に話していただきそのことについてディ
スカッションしましょう。
10/31（水） 10:30～
デイセンターさくら草地域交流室にて

