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都筑ハーベストの会

新理事長、副理事長のご挨拶

新型 コロナ感染と酷暑の厳しい環境の中、ハーベストの関係各位、メンバー、職員、ボランティア
、医療関係者、関係官庁の皆様のご協力、ご支援を感謝する次第です。
コロナの影響で人間の関係性が脆くなり、社会生活や企業運営に不具合が出て、弱者、障碍者にしわ寄
せが来て、不安感や生きずらさを増長させるのではないかと危惧しております。
当たり前の事が当たり前にできなくなるわけでありますからこの今ある危機は人間が試されているわけ
であります。如何にこの危機を乗り越えていくかが未来の希望につながると思います。
畑の野菜たちは種を植えればコロナに関係なく芽を出し、成長して行きます、今畑はサトイモやサツ

マイモの葉が青々と連なり、キューイの実がたわわにぶら下がり、ヒマワリの群れが満開で蜜蜂や蝶々
が乱舞しています。コロナにこころが捕らわれることなく自然は着々と変化して気が付かされることが
沢山あります、その自然の変化を見届ける余裕が今は必要ではないかと思います。
ともあれ今回、経緯はありましたが新理事長に岡村さんになって頂き、新生ハーベストのかじ取りを

お願い申し上げます。
理事並びに職員が積極的に岡村理事長を支援すると共に会の運営、企画に参加して希望の持てる職場

造りを自分たちの手で行うにはどうすれば良いのか考えて行こうではありませんか。
コロナ感染対策で一同で集まって意思疎通を図れる機会が出来ませんがテレビ会議等のネットを使って
積極的に意見交換をしていければよいと思います。

都筑ハーベストの会 副理事長 甲野 文雄

令和2年6月20日(土）第21回定期総会が開催されました。会員総数77名のうち出席者58名（内書面表決者
41名、委任状11名）により総会成立。第5号議案で承認された理事の互選により新理事長に岡村真由美、副

理事長には甲野文雄が7月1日付で就任いたしました。どうぞ宜しくお願いいたします。

立秋とは言えまだ猛暑が続いており、またコロナ禍で閉塞感がある辛い日々が続いております。
その様な中皆様お元気でお過ごしでしょうか。
日頃より皆様にはハーベストの会の運営にご協力、ご賛同を頂いております役員の方々はじめ、利用して

下さっている当事者の方、職員さん、関係機関の方々に様々な角度からご支援、ご協力を頂いていることに
本当に感謝しております。
本年はコロナ禍のため書面総会にて総会を開催致しました。結果岡村が理事長を担うことになりました。

重責に潰されそうな気持ちですが…
ほぼ20年前から前理事長である佐々木氏が中心となり都筑ハーベス（現就労継続支援B型）を設置運営

してから現在は5事業所を運営するNPO法人になりました。これは周囲の関係機関のご支援はもちろんです
が佐々木氏の努力と情熱の賜物であるといっても過言ではないと思います。
今後はその5事業所の運営、並びに都筑区に精神障碍者への偏見を取り除く細やかながらも啓発活動がで

きたらと思っております。
今までの20年間が創成期だとしたらこれからは夫々の事業がますます中身を充実させ、お互いの連携を

保ちながらより充実した支援ができるような円熟期にしていきたいと思っております。
それは理事はじめ職員、メンバーさん、関係機関の方々の助けがないと実現しないことでしょう。
微力な私ではありますが皆様のご支援、ご指導ご鞭撻を頂きながら都筑ハーベストの会に豊かな実を実ら

せていきたいと思っております。
どうぞよろしくお願いいたします。

都筑ハーベストの会 理事長 岡村 真由美



4月からこころ野よりハーベストへ異動
となりました。鈴木智志と申します。

ハーベストへの勤務は5年半ぶりとなります。
メンバーさん、スタッフ、ボランティアさんや地
域の方々と一緒に畑や作業所、地域で活動できる
ことはとても有難くうれしく思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

新年度は大変な状況からのスタートとなりました。新型コロナウイルス感染拡大のため、年度開始
早々に緊急事態宣言が発令され、在宅での利用が中心となるなど例年とは大きく異なる事態に…。
事業所や法人の体制も大きく変わりまさに激変の上半期となりましたが、
畑は右往左往する私たちを包み込むようにどっしりと構えています。
現在は今まで通りの活動が難しい状況下で、畑での現地集合解散を行っています。
3密とは無縁の畑という場に助けられ、ゆったりとした時間を過ごすことができています。
新しい生活様式の中で、畑を軸により助け合いながら活動していきたいと思います。
今年度もどうぞ宜しくお願いいたします。 都筑ハーベスト所長 小林 良輔（似顔絵：児玉啓太）

6月から都筑ハーベストで働いています
中西香穂理です。大学では社会福祉を学んでい
ました。横浜生まれ横浜育ちのはまっ子です。
農業は初体験で学ぶことばかりですが、
メンバーさんと共に頑張ってまいります。
宜しくお願いいたします。

元気いっぱいです！

☆所 長 あ い さ つ☆

就労継続支援Ｂ型 都筑ハーベスト

☆古巣に戻ってきました☆

玉ねぎ大豊作！大好評販売中！！】（チラシ制作：山﨑淳）

癒されます ！

都筑のお勧めスポット「都筑民家園」（撮影：小蒲公太）



都筑区生活支援センター こころ野

☆運営時間等変更のお知らせ☆

2020年10月1日から、生活支援センター機能標準化に伴い、運営時間等が以下のように変更となります。

☆施設長挨拶☆

☆新職員の紹介☆
大久保瑞穂

3月1日付けで、こころ野の調理員として入職致し
ました。美味しい食事を提供できますように頑張り

ます。どうぞよろしくお願いいたします。

8月のクラフト教室は、
スクラッチアートをやり
ました。
ソーシャルディスタン

スに配慮し、、アクリル
ボードを設置した机でそ
れぞれ作品作りを行いま
した。
黒いシートに書かれた

下絵を削ると花や猫の絵
柄が出てきて、カラフル
な作品が出来上がりまし
た。

☆園芸プログラム☆

園芸プログラムは、以前は終了後にお茶会をし
たりしていましたが、先日は、外で冷たいドリン
クをみんなで飲みました。
春に移植したブルーベリーはたくさんの実をつ

け、収穫した実は、昼食に出したりしました。
この夏、こころ野の庭では、みんなで植えたヒ

マワリや朝顔、マリーゴールドなど、いろいろな
花が咲いています。

※緊急・問い合わせは、月曜日～金曜日は9：00～20：00、土曜日は9：00～17：00です。
※年末年始（12/29～1/3）は休館です。

月曜日～金曜日 土曜日 日曜日

居場所提供時間 9：00～18：00 9：00～15：00

電話相談 9：00～16：00 9：00～16：00

休館日

☆カレンダー作り☆

☆新型コロナ対策☆

①マスクの着用②来所時の検温③靴下を着用して
のスリッパの利用④受付後に手洗い・うがい、の4
つを利用者の皆さんにお願いしています。

長かった梅雨も明け、今年も猛暑の日々がやってきました。
いつも都筑区生活支援センターこころ野を応援してくださり、ありがとうございます。
今年は新型コロナウイルス感染拡大という未曾有の状況に陥った日本。私共、都筑区生活支

援センターこころ野も今までと同じ運営が出来ず、利用者の皆様やご家族には大変なご心配ご
不便をおかけしてしまいました。しかし、なんとか地域の相談拠点としての役割を全うすべく、
「新しい生活様式」を各所に取り入れ、感染予防を徹底し、安心してご利用いただけるよう心
掛けております。まだまだ世界中で感染拡大が収まらない状況ですが、「感染しない」「感染
させない」という意識を常に持ち、こころ野は歩んでいきたいと思います。
今後ともご指導ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。

都筑区生活支援センターこころ野 所長 小菅 郁



グループホーム 「テラ都筑」「ビオ茅ヶ崎」「マレット緑」

年会費、寄付してくださった方々、誠にありがとうございます。

◆年会費をいただいた方（敬称略）

大久保 清邦 大久保 広毅 大室 寛子 大山 健 片岡 仙文 小林 紘治
笹田 由紀 鈴木 春実 鷹野 薫 高橋 寿江 田中 公夫 田中 靖夫
生川 敦子 西村 勇一郎 三留 基房 永野 誠 前田 絢子 沼田 幸彦
藤尾 梅香 本間 亢司 黒岩 寛智 岡村 真由美 久米野 清美 甲野 文雄
歌川 有美子 河内 圭子 小菅 郁 末木 亮史 鈴木 綾子 和賀井 彩
鈴木 智志 中西 範子 松田 優香 山下 亮子 望月 珠江 原田 明子
根本 幸子 溝渕 玉緒 鹿毛 嘉悦 奥村 良子 大久保 瑞穂 宮沼 恵美子
山田 恵子 小林 良輔 金子 とも子 宮治 容子 吉味 徳子
ヤンテック（株） 上甲会計事務所 （株）吉永商店 さいとうクリニック すずらん会
アサヒタクシー（株） ペガサス 社会保険労務士ナナオ事務所

◆寄付金をいただいた方（敬称略）

清野 富男 野村 教子 田中 靖夫 本間 亢司 生川 敦子 折口 妙子 高橋 寿江
永野 誠 前田 絢子 鷹野 薫 中垣内 隆彦
上甲会計事務所 社会保険労務士ナナオ事務所 はやし社会保険労務士事務所

☆ 管理者挨拶 ☆

☆ 新人職員の紹介 ☆

5月からマレット緑の非常勤職員として
お世話になっております向山（むかいや
ま）と申します。入居者の方に学ばせて
頂きながら共に成長していければと思い
ます。どうぞ宜しくお願い致します。

向山 邦子

７月より勤務させて頂いております
上重（ジョウジュウ）です。メンバーさ
んの笑顔を喜びと感じて楽しくお仕事を
しています。どうぞよろしくお願いいた
します。 上重 嘉子

長かった梅雨が明けると同時に猛烈な暑さとなりました。
例年以上に熱中症が心配ですが、今年はコロナの影響もあり、マスクの着用や換気など例年にはない気遣いが
必要となり、入居者や職員の健康管理に頭を悩ませています。本来でしたらホームではマスクなどせずに自宅
としてリラックスして過ごしていただきたいのですが…今は共有部ではマスクの着用をお願いしており、入居
者同士の交流も控えていただくという心苦しい状況です。
しかし、こんな状況にあっても入居者の皆さんは大きく調子を崩すこともなく、マイペースに淡々と過ごされ
ておりとても逞しく感じます。きっとすぐ傍に一緒に励まし合う仲間がいるからなのかもしれません。不自由
さや煩わしいことも多いですが、反面こういった心強さがあるのも共同生活の大きな魅力だと言えます。コロ
ナ禍においても変わらず運営を続けていくことは多くの協力を必要とします。いつも周囲に支えてくださる方
が居ることに感謝し、職員と入居者力を合わせてこの難局を共に乗り越えていきたいと思っています。
今後ともどうぞ宜しくお願い致します。

グループホーム管理者 山下 亮子

理事長交代、コロナ禍、猛暑等で通信が遅れましたことお詫びいたします。大変な時期でしたが、皆様の協

力を得て一歩一歩進めてくることが出来ました。

ハーベストの会は会員の皆さん、利用者さん、地域の皆さん、そして理事、職員一同「共に歩む」の精神で

気持ちを新たにスタートしてまいります。今後ともご支援ご協力賜りますようお願い申しあげます。

事務局

当会の活動に賛同し、ご支援くださる方の年会費（一口1,000円、何口でも可です）、
並びに寄付金は下記郵便振込口座にお願いします。
口座番号： 00240-5-57564     名称： 特定非営利活動法人 都筑ハーベストの会

編集後記


