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都筑ハーベストの会

都筑ハーベストの会総会を行いました！

令和3年6月19日（土）13時30分から、令和3年度第22回都筑ハーベストの会

定期総会を行いました。

本来ならば、皆様にご参加いただき2020年度の総括ならびに今年度の事業計画を共有する

場として開催する予定でおりましたが、新型コロナウイルスの感染拡大をうけ理事会で話し

合いをもちました結果、昨年に引き続き皆様の健康と安全を確保するため大変残念ですが最

少人数で開催することになりました。

総会結果を下記にお知らせ致します。

会員総数74名、出席者10名、書面表決者36名 委任状19名にて総会成立。

岡村理事長にご挨拶をいただいた後、議長に石井眞美子理事が選出され、議事に入りました。

令和2年度法人及び各事業所の事業報告（案）、会計報告（案）、会計監査報告等の説明が

あり、満場一致で承認可決されました。

続いて、令和3年度の法人及び各事業所の事業計画（案）、収支予算（案）、の提案があり、

こちらも満場一致で承認可決されました。

書面表決及び委任状での参加となりましたが、皆様のご協力の下円滑な議事進行ができまし

たこと心より感謝申し上げます。

令和 3年 8月

特定非営利活動法人都筑ハーベストの会

事務局

☆ ホ－ムページリニューアル ☆

昨年秋より、各事業所より広報委員が集まり、ホームページのリ

ニューアルに向けて、意見交換をし、検討を重ねてきました。

この度、リニューアルしたホームページが完成しました。

ぜひ、ご覧ください！！ https://tuduki.jp/

https://tuduki.jp/


就労継続支援Ｂ型 都筑ハーベスト

ハーベスト発足の地である通称「北畑」の契約が7月末
で終了し、新しい方に引き継ぐことになりました。
20年間の汗と笑いがつまった「北畑」を、
ボランティアさんを中心に
みなさんで感謝をこめて綺麗にしました。
思い出は尽きないですが、今後は「南畑」に
集約して大地を耕していきます。
ありがとうございました。

ありがとう北畑！

5月からハーベストの職員としてお世話になっています、八木陽子です。
ハーベストでは見るもの、聞くもの、触れるもの、感じるもの、ほとんどが初めての経験
であり、毎日驚いたり、発見したり、戸惑ったり、感動したりしています。
これからもハーベストのみなさんと一緒に、素敵な時間を共有し、こころを躍らせていき
たいと思います。どうぞよろしくお願い致します。

サービス管理責任者 八木 陽子

ハーベストに通っていて、
こころ野のアルバイトも時々している平濱です。
僕はロジェ・カイヨワの「対角線の科学」という本に書いてあるように
離れたところのものを結びつけるのが好きです。
関係を見つけることかもしれません。
人間が他の動物と違うところは色々な分野を超えて対称性を発見

できるところにあるそうです。相似律とも呼ぶことができます。
どんな食べ物がどこにはえてるといった、同じ分野の博物学的知識
はあるわけです。 平濱 智

レシピ企画・木村徹、構成・伊藤康弘

☆ ナスのレシピ ☆

☆ 職員の紹介 ☆



都筑区生活支援センター こころ野

☆昼食時変更のお知らせ☆

2021年7月1日から、こころ野の昼食時間、予約受付時間が下記時間帯へ変更となります。

☆ 施設長挨拶 ☆

☆新職員の紹介☆

大谷 雅子

6月18日からこころ野に勤務して
おります。
利用者の皆さんに心地良い空間を
提供できるよう心掛けて参ります
ので、よろしくお願い致します。
趣味はキックボクシングです。

☆園芸プログラム☆

園芸プログラムは、蒸し暑い日でしたが、
水分補給をしながら行いました。今回は砂利
の間から出てきている雑草を取るなど、庭の
手入れを行いました。
また、ブルーベリーが実をつけ始めていた

ので、休憩時にみんなで試食をしました。夏
の収穫が楽しみです、採った実は昼食などで
出す予定です。

こころ野から少し歩いたところにある「正覚
寺」に行ってきました。アジサイが見ごろで、
境内には色とりどりの花がたくさん咲いていま
した。
また境内の新緑も目に優しく、「秋には、紅

葉がきれいになってそう」など話しながら散策
しました。今後も、季節を感じれるようなコー
スを考えて実施できたらと思います。

☆外出プログラム「正覚寺に行こう」☆

5月よりハーベストからこころ野に異動で配属となり

ました鈴木 智志です。
先日たまたま想田和弘監督の映画「精神０」をレンタ
ル配信で観ました。以前ハーベストの会で「精神」を
上映したことが10年以上も前でした。
その頃からこころ野の事業も、障害福祉サービスもい
ろいろと増えてきましたが、今回の映画の中の会話で
「０に身を置く」が心に残り、私も意識していきたい
と思います。
趣味は広島カープです。
どうぞよろしくお願い致します。

☆新職員の紹介☆

笹嶋亮太

今年の1月に入職しました。
少し日が経ってのご挨拶となりましたが、
皆さま今後ともよろしくお願い致します。

動画編集と野球応援が趣味です。

溝渕 玉緒
グループホームビオ茅ケ崎からこころ野
に異動してきました。
建物はすぐ隣りですが、業務の内容がま
ったく違うので１から勉強させて頂いて
います。趣味は温泉めぐりです。
どうぞよろしくお願い致します。

昼食時間 １２：００～１３：３０

予約時間 前日１４：００まで

☆新職員の紹介☆



マスクと共に過ごす二回目の夏がやってきました。
去年の今頃は、「来年には収束しているはず」「今年だけの我慢」と思
っていましたが、まさかの二年目。この制限生活に慣れつつも、うんざ
りした気持ちもぬぐえない日々です。現在、グループホームでは毎年の
恒例行事は勿論のこと、お誕生日会や調理当番も中止しています。
さらに、食事提供は続けているものの食堂の利用は禁止し、全食お部屋
食をお願いしています。テラ都筑での先日のＯさんのお誕生日にも、通
常ならばリクエストのお誕生日料理を全員で一緒に味わいますが、今回
は距離を開けて小さな声でハッピーバースデーの歌を歌った後、それぞ
れのお部屋で静かに堪能しました。
（写真はＯさんのリクエスト『豪華海鮮丼』です）。
テラ都筑では6月～10月まで毎月お誕生日が
続きます。楽しみの少ない今の生活の中で、
せめて美味しいご馳走を食べて
元気をつけてもらいたいです(^o^)

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）

青栁 虔一 飯田 和子 大山 健 大久保 瑞穂 大室 寛子 鹿毛 喜悦
片岡 仙文 金子とも子 河内 圭子 小菅 郁 末木 亮史 鈴木 圭太
鈴木 春実 鈴木 綾子 高橋 寿江 鷹野 薫 田中 公夫 田中 靖夫
永井 靖子 生川 敦子 西村 勇一郎 沼田 幸彦 長谷川 眞 藤尾 梅香
本間 亢司 前田 絢子 松田 優香 溝渕 玉緒 三留 基房 宮沼 恵美子
望月 珠江 八木 陽子 山下 亮子 吉味 徳子
ヤンテック（株）矢野嘉哉 上甲会計事務所 上甲雅敬 （株）吉永商店 吉永昌生 ペ ガ サ ス
さいとうクリニック 斎藤 庸男 すずらん会工藤智子 社会保険労務士ナナオ事務所 七尾由美子

◆寄付金をいただいた方（敬称略）

折口 妙子 清野 富男 高橋 寿江 田中 靖夫 中垣内 輝子 生川 敦子
前田 絢子 本間 亢司
上甲会計事務所 上甲雅敬 アサヒタクシー（株）藤井嘉一郎 まきもとメンタルクリニック 牧本 康文

☆ 戻ってきました ☆

コロナ禍で猛暑の中オリンピックが開催され、アスリートの方々の活躍には励まされています。

新型コロナウイルス感染拡大は収束の兆しが未だに見えてきません。最前線で貢献下っている医療、介護従事者

には心より敬意を表します。不安な日々を過ごされている皆様におかれましてもこの状態が一日も早く解消され

平穏な日々が取り戻せるよう心から願っております。 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

今年４月よりグループホームの配属になりました小菅です。
今まで生活支援センターの担当でしたが、十数年ぶりにグループホームに戻ってきました。

久しぶりのグループホームで緊張していましたが、入居者さんや職員の
皆さんが温かく迎えてくれ、今は心地よく勤務させていただいております。
これからは、入居者さんお一人お一人とじっくり向かい合い、心身共に
健やかな地域生活をサポートすることができるよう努めてゆきたいと思って
おります。どうぞよろしくお願い申し上げます。 令和３年8月 小菅郁

～グループホームの一大イベント⁈お誕生日メニューのご紹介～

５月よりマレット緑に勤務
しています。
中村千江と申します。
今までは我が家の食事だけ
を作っていましたが、皆様
の食事を作る事になり他の
職員が作るメニューが大変
勉強になります。
入居者様の食の健康に少し
でも役立てるように頑張り
ます。宜しくお願いいたし
ます。

☆ 新人職員の紹介 ☆


