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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4年6月18日（土）14時から、令和4年度第23回都筑ハーベストの会

定期総会を行いました。

会員の皆様と今年こそお会いできると願っておりましたが、感染拡大防止を最優先とし、
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。会員の皆様には書面議決にてのご参加になりましたこと申しわけなく思って
おります。

総会結果を下記にお知らせ致します。

会員総数70名、出席者13名、書面表決者31名 委任状5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3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4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。

また、理事、監事体制、定款変更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 4年 8月

特定非営利活動法人都筑ハーベストの会 事務局

総会終了後第二部として出席者の懇談会が行われました。

コロナ禍で職員が集合する機会がしばらくなかったのですが、こころ野とグループホームの新入職員

や仕事終了後の職員も参加して行いました。好きな野菜（ハーベストの会らしいですね）を含めた自

己紹介を全員がしました。それぞれの個性あふれた自己紹介でしたが、理事の皆さんの自己紹介では

開設当時のお話を聞くことができ、皆さんのご苦労があって現在があるのだなという感謝の気持ちが

湧いてきました。新入職の方も理事との距離を縮められたのではと思います。

和やかで笑顔あふれた会でした。

一人一人がハーベストの会との縁があっての出会いです。

これからもハーベストに関わる人すべての人が「共に歩む」

の精神で行くよう願っています。

☆ 第二部 懇談会 ☆



就労継続支援Ｂ型 都筑ハーベスト
☆内 職☆

☆販 売☆

【漬物づくり】 今回、内職について書いて欲しいとのことで、まず辞書で「内職」
を調べてみた。「本来の仕事の片手間にする仕事」とあった。つまり、ハーベストでは
本来の仕事は畑仕事であり、作業所内でおこなう内職なるものは２次的な仕事なのだろうか。 自分がいつから内
職専門でやるようになったか正確には忘れたが、加工品をつくるのも、畑班が収穫した様々な野菜をパッキングす
るのも大事な作業だと自負している。中でも創生期のハーベストから一貫して伝承されている漬物づくりは誇って
いいと考えている。中でも調味料のパーセンテージを暗記してしまった程、何回もつくり続けている「大根のハリ
ハリ漬け」はバザーでも完売する人気メニューだ。大根と醤油・ザラメ・酢・みりん・生姜・タカの爪で構成され
るハリハリ漬は御飯のおかずに手頃な量とリーズナブルな値段で都筑ブランドにも認定された大人気商品の地位を
確立したイッピンである。「たかが漬物だろうが」の声には、いやいやこれがつくればつくるほどに愛着がじんわ
りわいてくる「されど漬物なのだよ」と返したい。まだの方は毎週金曜に都筑区役所で売っている
「本品」を是非ともお手に取ってみて下さい。まごころこめてつくってますから。（髙橋良幸）

「里芋ってこんな風に出来るんですね」掘りあげて感嘆の声がもれる。きゃっきゃと喜ぶ子供たち。時には大人も。

ぶら下がるように出来る伏見とうがらし。上向きに実がなる鷹の爪。同じ唐辛子でも実のなり方が全く異なる。

個性。収穫体験に来てくださる方々も野菜同様十人十色。ペースはある程度こちらでつくるが、それぞれのテン

ポ・・は気にしている・・つもりです。実際の所、収穫体験と一言では表し難く、“畑体験”てほうがしっくりく

る。やることは盛り沢山。何てことないことでも日常であり非日常。見える風景は異なるかもしれない。 子供た

ちは草むしりや穴掘りも一生懸命。楽しいって。落とし穴つくってるのかな？そんな風にみてたら・・・ブラジル

までつなげるって。「旅費浮くね。」親後さんには癒されてももらいたい。願望。 仕事や家事を一旦置いといて

もらって・・ 木のベンチで談笑。自然を写真に納める。お昼ごはんを食べてもらってもいい。「ここでお昼食べ

ても大丈夫ですか？」気に入ってもらえてる？何だか嬉しい。モチベーションＵＰ。また季節にもよりますが一面

のお花畑。まさに映えポイントも存在。“百聞は一見にしかず”「また来てもいいですか？」 子供たちの「もっ

とここにいるぅ」嬉しい。モチベーションＵＰ 収穫とはまた異なる所にも魅力であったり、心地良さ、色んな想

いをめぐらせて欲しいなあ。今後もとにかく一生懸命。好奇心目一杯もって。 まだまだ楽しみますからね。どう

ぞお付き合いよろしくお願いします。（山崎淳）

収穫体験、随時受付中！ お1人500円
火～土曜午前中＠ハーベスト南畑

イラスト：角田繭子

【野菜・漬物販売してます！】

（毎週金曜日１０：３０～１４：００ 場所：都筑区役所 １Fロビー）」区役所のバザーについて、以前よりお

客様の数が増えてきたと感じている所です。10時の開始の時にいらっしゃるお客様も増えたと思います。ハーベ

ストで作っている野菜や加工品を私も購入しております。加工品は御飯にもよく合い美味しくいただいております。

これからも頑張って通所していきたいと思います。ありがとうございました。（富樫亮夫）

☆ 畑 ☆



都筑区生活支援センター こころ野
☆ 新所長挨拶 ☆

☆外出プログラム「歴史博物館に行こう」☆

牛尾 浩一
4月よりこころ野に入職し、6月16日より施設長になりました牛尾浩一です。
以前は、栄区生活支援センターに勤務していましたので、経験を活かして職員全員
でこころ野をより良くできるよう頑張りたいと思います。よろしくお願いします。
趣味は、スポーツボランティアです。大規模なものでは、東京オリンピックや
ラグビーワールドカップ、東京・横浜マラソンに関わり、最近は都筑区に関係
のあるバスケットボールの横浜ビーコルセアーズのボランティアも
行っています。

☆新職員の紹介☆

沖本 雅征
今年の1月に入職しました。以前は、就労
継続支援B型と生活介護の事業所で勤務し
ておりました。少しずつ、業務に慣れてい
ければと思っています。

趣味は、ドライブ、温泉、
カラオケです。
どうぞよろしくお願いします。

松井 祥子

6月より入職しました松井祥子です。
慣れない事ばかりで、皆さんにご迷惑を
おかけしています。
一生懸命頑張りますので、
どうぞよろしくお願いします。
自然に触れ合うのが大好きです。
趣味は、旅行です。

☆新職員の紹介☆

石部 亮二

皆さんこんにちは。この度6月1日に入職しまし
た。よろしくお願いします。
前職では、ケースワーカーとして障がいをお持
ちの方の生活をサポートしていました。
今後は、都筑区等のお住まいの障がいをお持
ちの方やご家族の生活が少しでも豊かになる
ようお力添えをさせて頂きたいと考えていま
す。どうぞよろしくお願いします。
趣味は、ボルダリングです。

7/27（水）に横浜市歴史博物館に行ってきまし
た。歴史好きな人はじっくり黙々と
初めての人は展示物を興味深かそうに
見て楽しまれていました。
夏休みということもあり
子供たちも見に来ており
ちょっとした夏休み気分
を味わえました。

4月より富士ソフト企画さんを
講師に招きリカバリー講座を
はじめました。
4月～6月は「マインドフルネス」、
7月～9月は「認知行動療法」と
3ヶ月単位でテーマを決めて、
講師を囲んで楽しく行っています。
興味のある方は、まずは1回参加してみませんか。

☆リカバリー講座☆

☆副所長挨拶☆

七井 貴洋 今年の4月に入職いたしました七井と申します。
前職は、川崎市で10年ほど相談支援業務を行っておりました。横浜市、都筑区
は初めてとなるため、色々と勉強不足な点が多く、皆様にご迷惑をおかけする
こともあるかと思いますが、早くお役に立てるように頑張っていきたいと思い
ます。趣味はスイーツ全般で、週1回はスイーツビュッフェに行ったり、パティ
シエ巡りをしています。

佐藤 正美

今年の1月に入職しました。日が
経ってからのご挨拶となりました
が、今後ともよろしくお願
い致します。
趣味は、美術館巡りです。

☆新職員の紹介☆

☆新職員の紹介☆



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 石井 眞美子 牛尾 浩一 大山 健 大久保 瑞穂
岡村 真由美 沖本 雅征 鹿毛 喜悦 片岡 仙文 金子とも子 河内 圭子
小林 絋治 小林 良輔 笹嶋 亮太 末木 亮史 鈴木 智志 鈴木 春実
高橋 寿江 鷹野 薫 田尻 静子 田中 公夫 永井 靖子 中村 千江
七井 貴洋 生川 敦子 沼田 幸彦 根本 幸子 野村 教子 藤尾 梅香
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 山田 恵子 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 アサヒタクシー（株）藤井嘉一郎
社会保険労務士ナナオ事務所七尾由美子 まきもとメンタルクリニック 牧本康文
（株）吉永商店 吉永昌生 すずらん会 工藤智子

◆寄付金をいただいた方（敬称略）

清野 富男 佐藤 祐子 高橋 寿江 生川 敦子 前田 絢子 上甲会計事務所 上甲雅敬

2022年1月以降、こころ野職員6名、ＧＨ非常勤職員2名が入職しました。不安や戸惑いが

あるかと思いますが、それぞれの個性や前職での経験を生かして頑張っています。

コロナ禍に加え暑さも厳しいなか、職員は、畑、自アシ、相談支援等アウトリーチに向かったり

事業所内でも利用者さんの支援をしております。今後も皆で力を合わせて参りますので、ご理解

ご協力下さいますようお願い致します。皆様どうぞお身体ご自愛くださいますように。 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

4月より非常勤職員としてお世話に
なっております。鈴木（スズキ）です。
メンバーさんの和やかな雰囲気の中
で楽しくお仕事をさせていただいて
ます。
どうぞ宜しくお願い致します。

鈴木 礼子

５月からテラ都筑の非常勤職員とし
て勤務させて頂いております。
竹内と申します。
メンバーの皆さんが毎日笑顔で過
ごせるようお手伝いしたいと思い
ます。
よろしくお願いいたします。

竹内 たか子

☆ 新人職員です。「よろしくお願い致します！ ☆

始めはとまどい、不安ばかりでした。
でも、皆さん常勤さんも優しく接して下
さるので少しずつ心を平いていくよう努
力してます。

ビオ入居者
Ｍ・Ａ

☆ 入 居 し ま し た。☆

今まで、実家を出たことがなく（少し）
不安でしたが、思ったより一人暮らしを
満喫しています。
どうか、みなさん
よろしくお願いします。

テラ入居者
Ｍ・Ｉ


