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くださいました多くの皆様方あ

達の活動を見守り、かかわって

を迎えることができました。私

所あんだんては、十八年目の朝

お蔭様で就労継続支援事業

新たな年が明けました。

作業は、あんだんてにおいて大

います。また、作業内容で請負

年たっても丁寧に大切に使って

達で作った作業台は、誰もが何

変わることなく続きます、自分

に活動する毎日は、これからも

り替えました。木工作業を主

業台も全て、天板を新しくと

設し、従来より使用していた作

数は不足し急いで作業台を増

増員を予定しています。職員も

今、あんだんては通所定員の

ていました。

ス会では、誰もが主人公で輝い

しづつ改善され、年末のクリスマ

したが、日々の忙しさの中で少

発表時は、とまどいも有りま

五、協働、協調、協力

四、整理、整頓、清掃

三、集中力と継続性

二、報告、連絡、相談

本年もどうぞ宜しくお願い

が全力投入させて頂きます。

所のかじ取りを、微力な私です

凜として生きる、その様な作業

春

りがとうございます。

切な活動でも有ります。その場

増員しました。作業所内も、作

賀

昨年のあんだんてでは、二名

で使われているＬＥＤライトが

業動線を考慮した電動工具

代表 松井治子

の方が就職され卒業しました。

明るく、作業がはかどる白木の

申し上げます。

そして、見学希望の方が今まで

す。毎日の活動の中で継続した

や、作業スペースの配置変え

あんだんてに通所される皆様

作業も見直し、新しく改善し、

作業台全ては、チーム木工の代

その他実習生受け入れについて

の目標は就職と自立と聞いてお

チャレンジできる機会が有れ

以上に多く来所され、通所を

も、卒業後の進路先として特別

ります。昨年の春、全体ミーテ

ば、全員で取り組み、おそれず

等、目を見はる変わりようで

支援学校の生徒さんや、医療

ィングの席で説明させていただ

勇気を持って前に進みます。

表作となりました。

福祉を学ぶ大学生の方達が、

きました努力目標を、年頭に

始めた方も数名おられます。

年間を通して来所されました。

根をはり、間伐を繰返しながら

一本の木が、しっかり大地に
あたり書くことにしました。
一、服装、身だしなみ

千客万来と嬉しい忙しさは
続き気がつけば秋以降、座席

1

昨年は慌ただしくあっという
とか定着出来そうです。この

場で色いろ有ったものの、何

は、２名が無事卒業でき、職

また、肝心の就職について

の外、病気を侮ったら命取り

見られます。怠薬なぞは以て

統合失調症が再燃したものと

しているとの一点張りでした。

の皆が自分を辞めさせようと

服薬も怠っている様子、会社

をお勧めします。そして会社

私達スタッフに相談すること

アウトですね。但しその前に

ょう。言葉でいえばカミング

ばいいか、皆で考えてみまし

ように切り返すにはどうすれ

出来れば自分の味方に付ける

に関しても、木工を教えるこ

ます。具体的には、木工自体

向かって行く兆しを感じてい

辞めてしまった例で、人間関

年間も働いていた食品工場を

も２件有りました。１件は６

逆に残念なというか悪い話

意からなる好奇心が障害者を

この人々は大抵善意の人で善

人は殆ど知らないでしょう。

上司は知ってる筈ですが他の

障害者枠で採用の場合、当然

のは誰しもが悩む人間関係。

そして退職理由で一番多い

ます。卒業後も、卒業後こそ

今年も卒業生を期待してい

も人事異動があるでしょう。

となるでしょうし、企業側に

なくケースバイケースの対応

私達もノウハウが有る訳で

ないようにしたいものです。

の然るべき人を立てて孤立し

んでいます。

間に過ぎ去った感が有りまし
事例は東松山就労支援センタ

になりかねないのです。

年頭に思うこと

た。実際、昨秋から目が回る
ー（ＺＡＣ）が大変頑張って

とに関しても、プロと呼べる

係が原因だったと家族から聞

苦しめる事もあるし、最悪の

あんだんてとマメに連絡を取

松井 純

ような忙しい毎日でした。

お二人にスタッフとして加わっ

きました。５年程前にも一度

場合退職に追込まれる事もあ

って欲しいと思います。就職

くれたお蔭です。有難うござ

て頂いたことです。

退職したのを戻したことが有

る。６年も居るのに何で４時

してからが人生の本番、急に

平成三十年はバタバタも次

今後あんだんての木工製品

りましたが、今回はもう一度

間しか働かないの？怠けてん

明日会社辞めると言われても

いました。

が、格段にレベルアップするであ

あんだんてに入り直して改め

じゃないの？と。

第に沈静化して、良い方向へ

ろうことは間違いないことでし

て就活することを勧めていま

何もコミットできないのです。

ょうし、それ以前に、もの

な結果を生んでしまう一例で

悪気無い普通の会話が重大
もう１件は普通採用に切り

す。これを相手に分るように、

す。

ナーや考え方といった事まで身

替えた方で良く聞くと受診も

づくりの心構えや基本的なマ
に付けることが出来ればと望
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では出来ない事も皆で協力を

するとちゃんと納期を守り終

毎日のコツ
松井かおり

えることが出来るのです。疲

一年を振り返って
新井君代

あけましておめでとうござい

新年に思う事
新しい年が始まりました。昨

れた・・・なんて言葉は口に

桜井三枝子
初詣に箭弓神社へ 行って来

ます。今年もよろしくお願い

バーさん。今日もその頑張り

年は新しい職員が入るなど、何

昨年は木工だけでなく内職

や踏んばりで毎日楽しく、元

ました。久しぶりに御神籖を引
ます。またメンバーさんの卒業

も作業に入り、さらに忙しい

気に作業を頑張ってほしいで

せず、毎日頑張っているメン

昨年は、職員が増えたり、利
と、うれしいこともありました

毎日を送ってきたのですが、

す。

します。

用者さんも沢山入ったり、慌た
が、女性二人減ったことは、と

内職のテープ巻きに苦戦し、

かと忙しい一年だったかと思い

だしい一年でした。作業も内職
ても淋しくなりました。

いてみたら、「
小吉」
でした。

作業が始まって、木工作業も忙

直しをお願いしたり、注意し

浅野 昇

メンバーさんには何回も巻き

ーさんは、毎日頑張っていま

たりしました。それでもコツ

去年の九月ごろから“あん

そんな中でも残った女性メンバ

がします。引き続き今年も忙

す。私も老体にムチ打ちながら

コツ練習しながら巻くと上達

だんて”でスタッフとして働

しく毎日制作に追われていた気
しくなりそうですが、そんな時

頑張っています。今年も忙しく

し今では職人か！と思う程き

はじめまして

は「
小吉」
を思い出して焦らず

なる予感が…。一緒に無理せ

っている年齢（老人？）です

落ちついて進めていけば結果は

た。納品、搬入時は重い荷物

が、出来るだけ長く皆さんと

き始めました。既に年金を貰
を運び。、何にでも一生懸命

一緒に木工作品作っていこう

れいに巻けるようになりまし

なメンバーさんには本当に感

と思っています。

ず応援させていただきます。

謝です。プラスチックの内職

私は長く会社勤めをしてい

必ず良い方向に行くと思いま

どんな時も明るく楽しく利用

も小さな部品の検品、組み立

ましたが、木工の仕事をしよ

す。

者さん達と一緒に作業出来た

てを一日通し作業して、納期

うと思い立ち会社を早期退職

あんだんての目標を忘れず、

ら良いなと思います。

に追われ大変です。でも一人
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実り有る一年にしましょう
佐藤正人

して木工の専門校に通いまし
た。卒業後は自分で木工作品

えて加工する事は、必ずスキ

相談してください。自分で考

いです。

全力投入する姿は、とても美し

事にたいする心構えや、全てに

今年も、昨年同様、全力投入

ルアップに繋がると思いま
す。自分が今、何を作ってい

明けましておめでとうござ
います。今年も宜しくお願い

をやりながらアルバイトで木
工指導員等を行ってきまし

品を、いっぱい製作して下さい。

と、皆さんのすてきな数々の作

が適しているかを常に考えな

内職作業も、とても早く、丁

るか、それにはどんな加工法

昨年の十月より勤務させて

がら製作していただきたいと

致します。
頂き、あっという間に二か月

思います。

た。縁あって今回あんだんて
未だどのように皆さんと接
が過ぎてしまいました。その

で働くことになりました。
していけばよいのか戸惑って

中で感じた事を少し書かせて

いと思います。今年はその中

にして行くことはとても楽し

皆さんの中には、今までや

皆さんの作品のすばらしい出

量が出来ればと思っています。

寧な仕事で今年は、昨年以上の

いる面もありますが、自分な
頂きたいと思います

自分で一つ一つ加工して形

りにより良い作品、より快適
な環境作りに役立てる様、改

から自分の実に成る物を見つ

感じる方もおられると思いま

って来たやり方と違う加工法

今年は最初の新年として一

す。加工法は加工者により違

窪田雅美

良・改善に努力していくつも

年間働かせて頂きたいと思い

うものなので、自分の使いや

はじめまして、昨年の十月よ

けて下さい。

ます。皆でより良い品質・デ

すい機械、道具等でも違って

りスタッフとして皆さんと一緒

で、加工することに戸惑いを

ザインで安全なものを作れる

きます。その為、私の加工法

に活動させて頂いている窪田で

りです。

ように頑張りたいと思いま

よりも各人にあった加工法が

す。
い加工法があるのかもしれま

来に、ビックリし、一つ一つの仕

今年も、がんばれ

す。

あると思いますし、もっと良
せん。そんな事を感じた時は
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あ[んだんて 利用者の声 ]
提出された原稿は全文掲
載しました 。.

昨年を振り返って
Ｔ・
Ｍ
昨年は、父親と通所してい

今年も拓けますように
Ｆ・
Ｋ
去年からあんだんてにお世
話になり、充実した日々を過

振り返って
Ｈ・
Ｔ
新年明けましておめでとう
ございます。

上がってきてついていくのも

たいへ
んです。でも昨年退職

をしたスタッフのＤさんに十年

間付いてもらって木工の作業

間も休んでしまいました。今

るようになりました。Ｄさん

もらったおかげで仕事が出来

のやり方を、徹底的に教えて

した歩みですが、作業を少し

年はケガをしないように気を

は言いました。「それはＡさん

昨年はケガをしてしまい２週

ずつ学んで、やれることを増

つけたいと思いました。

ごさせて頂いています。遅々と

やしていくのは最近の楽しみ

が努力したから出来るように

なったんだから。」
と。自分もみ

あとは就職活動が少しでも
早く出来る様に頑張りたい

んなにはわかってもらえているの

となりました。木に触れるこ
とにも慣れ、通所にも抵抗は

と思います。

た。

減ってきています。変化の三

年の初めは一年かけて一人で
通所できるように計画を立て

ヶ月となりました。

か解からないけど自分はすごく

た。そして一ヶ月おきに一人

言って難しかったです。Ｔさんが

努力したんだと思います。キッ

の一年をかけ、平日をあんだ

私がここに通所して十三年が

Ｄさんの変わりについて一緒に

「
一年を振り返って」

果今では、一週間全部一人で

んてにて過ごすようにしてい

たちます。いろいろな作業を覚

いっぱい作ったのでＴさんには感

本年、二〇一八年。この戌年

行けるようになった。

くのが自分の抱負です。その

えました。

通勤を増やしていった。その結

作業で大変だったことは、「
キ

中で成長し、自分を高めて役

今しています。
私は木工作業をやっており
ます。今はメンバーがいっぱいに

いいたします。

さん本年もどうか宜しくお願

謝しています。あんだんての皆

チンセットを作った時ははっきり

エーロ」
をたくさん作るのが大変

立つ存在と変じられれば重畳

Ｙ・
Ａ

でした。でも最後までやり終え

ですね。ご迷惑でなければ定

内職や木工作業に分かれて

ました。今年は四年目に入りま

着の年にしようかと。
一年よろしくお願いします。

すが、みなさんに迷惑かけない
ようにガンバリたいと思います。

なってきて昔と違ってレベルが
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めた気がします。

かった自分のいい歯車が回り始

き、それまで何年もの間回らな

暮れになっていい方向に進んでい

減されたおかげで治りました。

なかがヘ
っこみ、腰へ
の負担が軽

嗜好品を止めることによってお

した。するとそれまでの腰痛が

時を機に嗜好品の１つを止めま

検診で引っかかってしまい、その

した。しかし暮れになって町の

ウィーク頃から乱れてしまいま

年、自分は嗜好品がゴールデン

ちで頑張りたいと思います。昨

皆様、明けましておめでとう

Ｒ・
Ｓ

も緊張して頭の中で話を切り

た、目上の人と話すときにいつ

をしてみようと思います。ま

で継続は力なりで続ける努力

りを回避できるようになったの

まで寝るようにしてみたら居眠

朝五時半に起きていたのを六時

考えて対応したり、それまでは

どかったので自分なりに対策を

まりもの仕事中の「居眠りがひ

習慣をつける」
です。暮れにあ

しっかり起きて夜しっかり寝る

りをしない努力をして、昼間は

いで話せるようになる」
と「
居眠

今年は「
目上の人と緊張しな

した。

っていいことづくめの年になりま

た年となりましたが、暮れにな

昨年はあらゆる面でたいへんだっ

ってくる方がいます。とんでも

を購入して家に飾ったら」
と言

じゃないの？自分で自分の作品

のできたね。手放したくないん

さんの一人にＫ君、また上手な

作れました。仲のいいグループ

昨年も無事、木工品の商品が

宜しくお願いします。

の皆様、どうか今年もご支援

の目標です。

Ｎ・
Ｋ

人と話せるようになる」
が今年

えるのではなく自然体で目上の

たるので今年からは「
理屈で考

言になることが多く失礼に当

く話してくださっているのに無

多かったです。そのためにせっか

るとは思いません。今年もよろ

くれ」
という私の気持ちは変わ

思いますが、「
おもちゃで遊んで

り製品がグレードアップすると

また、今年から新スタッフが入

貼りたいぐらいです。

ステッカーを私の作った製品に

を望んでいます。と書いてある

に壊れるまで遊んでくれること

がとれるし、使ってくれているこ

さい。そちらの方が色々データ

しません。できればもっと遊ん

作品が壊れたことを悲しんだり

ゃいますが、私はうまくできた

理にだしてくれる方もいらっし

稀にド派手な遊び方をして修

でくれる事を望んでいます。

作品でお客様がたくさん遊ん

新たなスタート

また、作業においても長年の

出すタイミングを探していまし

ございません。私は、私が作った

ございます。今年も新たな気持

夢だった「
おままごとセット」
を

たがたいてい、頭で考えているた

昨年もがんばりました

しく。

んでいます。私の作品はあなた

とを私は製作者として一番喜

で壊して修理にだしてきてくだ

一人で作成することが出来ま

めに言葉が出ないときのほうが

あんだんての皆様、関係機関

した。長年の目標も達成され
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深さなどビス穴の点がわかり

思います。ビスの大きさや穴の
いいなと思う。

んな動物カーを作っていけたら

な動物カーでこれからも、いろ

ふりかえって
Ｍ ・
Ｙ
やすくすればいいと思います。
皆さんはどう思いますか？

昨年の７月からあんだんてに
通所して、作業を通じて、スタッ

木工作業のこと

Ｔ・
Ｎ

昨年、木工作業のことで、ロ

ールペーパーたて（大）
を良く作

毎日の生活が私にとっては一

Ａ・
Ａ

魚釣りゲームも作りました。こ

た。よく売れました。他にも、

も、難しいけど、よく作りまし

って売れました。あと、花台イス

生懸命でした。振り返る暇もな

れも良く売れました。今年は、

振り返り

すが良い物にするためには、先

くとにかくヤル。気がついたら

この三つ難しいけど、頑張って作

以前から私は思っていたので

惑をかけて本当に申し訳あり
ず書く図面を細かく書いてあ

そんな感じです。通所は二年目

ります。最後になるけど三つ

フさん、作業するみなさんに迷
ません。
ればいいのではないでしょうか。

となりできることが多くなった

だけじゃなくて、ほかにも、ちが

す。

で、自分のペースで覚えたいで

ツコツと焦らないで、あわてない

今年は、一つ一つの作業をコ

のではと思います。追い詰めら

うのでがんばって作ります。

ステキな動物カー

なるのもいいと思います。

誰でも製品が作りやすく

れた感は日々ありますが、人と

一年をふりかえる

Ｍ・
Ｙ

二〇一七年度は変わった

んでいきます。

のかかわりを大切にして前に進

が入り忙しかったが、いろんな
動物の形をした動物カーは本

Ｔ・
Ｋ

２０１７年は、動物カーの注文

と思う
Ｋ・
Ｓ
夏の終わりかけに木工の指

Ｔ・
Ｆ

ボックスなど以前から作りつづ

ての動物。ミニベンチ、ティッシュ

動物カー、ロールペーパー立
感じも本当に可愛くて喫茶店

昨年は内職を頑張ったので、

今年も

物作りはプロの職人さんの作

又はいろんな店に飾られていた

当に可愛くて、タイヤの丸みの

業を見ていると自分には出来な

ら本当に素敵だと思う。私自

もらいました。家でも家事をた

導員が代わりました。

いものを短い時間で正確に出来

身は、ネコ又はゾウの形をした

くさん手伝い、出来る事が増え

けたものなどいろいろ作らせて

て素晴らしいです。自分は図面

動物カーが好きで子供が安全

今年も頑張ります。

がもっと細かく出来ればいいと
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ました。何でもやってみて、なれ

通所して、まだ二ヶ月程で
る、木工作業をさせていただ

あんだんてで過ごした日々
僕は、自分なりに木工と内

き、意欲的に取り組む事が

すが、元来興味を持ってい

びました。今年はもっとたくさ
職を頑張りました。それに、欠

出来たと思っています。

Ｔ・
Ｏ

んの事を経験したいと思いま
勤する時の電話連絡を自分で

て上手になって工夫する事を学

す。よろしくお願いします。

組み立て、木工

Ｔ・
Ｙ

十一月から組み立てをしてい

ます。Ｔ・Ｙです。

最初は、組み立てができるか

あんだんてに来て二年目にな

り扱える工作機械も増え、

トサンダー、ボール盤など取

た。

をしていたので僕も頑張りまし

皆が一生懸命に、組み立て

とても心配でした。

ります。僕は自転車で毎日通っ

まだ簡単な作業の技術しか

二ヶ月間頑張りました。

ハンドサンダー、糸鋸、ベル

ています。暑い日も寒い日もほ

ありませんが、様々な作品の

今年は、組み立てを皆で協力

出来ました。

あけましておめでとうござ

とんど休みなく、自分で行きま

制作に関わる事ができ、たい

一年を振り返って

います。本年もよろしくお願い

す。今は夕方五時になるとも

Ａ・
Ｈ

します。

へん嬉しく思っています。

できるようになりたいです。

木工は、ヤスリがけをいっぱい

りたいです。

していっぱい作れるように頑張

う真っ暗です。

昨年は内職をたくさんやっ

を崩し数日間休んでしまいま

一ヶ月が経った頃に、体調

気に通所すること、一日も早

したが、今年はあんだんての

今年の目標は、休まないで元

皆でやった事しか覚えていない

く卒業できるようになる事で

た年で、木工より内職を女性の
です。女性二名が就職してしま

言葉の意味を意識して、焦ら

たいと思います。

全な生活環境を整えていき

技術の習得と、規則正しい健

ずに復調を目指し、より高い

す。

うございます。

新年あけまして、おめでと

Ｓ・
Ｓ

二ヶ月を振り替って

い、ガラッと女性の人数が減って
しまい、内職は大丈夫だろうか
と思っていましたが、何とか切
り抜けています。今年は木工の
多い年となりそうですが、一生
懸命頑張りたいと思います。
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初年度
Ｙ・
Ｙ
通勤する事を頑張りまし
た。今年はなるべく無理をしな
いようにしたいです。

ちとマイペースを忘れずに頑張

いいのかしら？」
という複雑な

ど、「
私一人だけ内職作業して

りたいと思います。

間を増やせられるように頑張

気持ちでした。
一年を振り返って
新年明けましておめでとう

Ｍ・
Ｓ

りたいと思います。
平成三十年の自分に
Ｙ・
Ｔ
明けましておめでとうござい
ます。本年もよろしくお願いし

て木工と上手く両立させなが

ございます。昨年は内職も増え

昨年は、年始から忙しくあ

ら作業をしました。内職では最

ます。
れやこれやで一年が終わってし

初の一ヶ月程は上手く管にフェ

一年間を振り返って

まい、十二月を振り返ると、一

Ｈ・
Ｋ
昨年は、途中から作業内容

あまりミスなく作れるようにな

ルトをテープで巻けなくて悪戦

去年は内職が始まり難しい

った気がします。木工では絵付

昨年の自分と変わっていないな

か一年間大きな事故やケガも

所が多く完成して上手に出来

けをやりました。前年と同じく

が変わって、木工作業、内職作

なく一年間を終える事ができ

たと思って、最終確認しても

ティッシュボックスやロールペーパ

苦闘しましたが、慣れると作業

よかったです。

「あらら」ッて事が多かったり、

ープレートを作って配色をかえ

と反省して、少しだが直してみ

今年も昨年より少しずつで

やり直しが多かったり。、皆が

たりしながら工夫して作業しま

業と両方取り組んで大変大忙

もよいので仕事の幅を広げられ

忙しい日は、職員さんも行いま

した。今年はもっと丁寧に仕上

するスピードも増して一つ一つ

るようにして、木工作業、内職

したが、内職のメンバーさんが

げられるように、それと通所時

た。

作業の両立、そして目標に向け

私一人という日は嬉しいけれ

しな一年でしたけれど、なんと

て前進できるよう新たな気持
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あ ん だ ん て の 木 工 品
こもｍ

小物
お部屋のインテリアに木の香りをプラスして生活に癒しとぬくもりを。

ペンスタンド：500 円

なべ敷き：500 円

森の時計：3000 円
オシャレな文字盤、時計の針も木で。
自然のままの無垢材からふくろうが
顔を出します♪

ティッシュボックス：1200 円
ガーデンピック：800 円～

10

小物

お好み焼きタロー、花子：各 1000 円

花台イス：各 1500 円

家具
小さな物から大きな物まで我が家のジャストサイズをお作りします。万が一の修理も
承りますので、どうぞお気軽に注文して下さい。

テーブル
二段引き出し

おもちゃ
小さなお子様でも安心して遊べる定番品です。

魚釣りゲーム：2500 円

動物カー：500 円

11

おままごとセット
お友達と楽しく遊んだ後のお方付けまでがワンセット。
キッチンシリーズには付属の小物もセットに含まれています。

食器棚などバリエーションも
豊富に。
新商品並ぶのも間近です♪

キッチンガス台・流し台：各 20000 円
：小物も商品に含まれます。

安心、安全、たのしいおもちゃ！

コンロ：2500 円
※付属の小物は別売りです。

おままごとセット

12

シーズン製品
季節を彩った製品も。クリスマスやお正月、誕生日などに、大切な人との思い出作り
にどうぞ！！

ドールハウス：20000 円

おせち料理：5000 円

ケーキ：3000 円～

コロコロタワー
カタカタ何か魅かれる美しい音、
何回も何回も繰り返したくなる
遊び…
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２０１7 年の

【2 月】

活

動

内

容

恵方巻きパーティで福は内！！
くらかけ清流の里バーベキュー場ベンチセット 10 基納入

【3 月】

東松山市委託、生ゴミ処理機【キエーロ】製造開始
9 月まで通算１５０台を納入しました！
パンケーキパーティーをエンジョイ♪
ひな祭りは男性陣がちらし寿司職人に！

【7 月】

2 階内職用作業台作成。

バーベキューをエンジョイ♪
【8 月】子供木工教室で子供たちは大はしゃぎ
すいか割り・水鉄砲・真昼の花火 エトセトラ
【10 月】東松山市内循環バスダイヤ改正によるルート変更のために送迎開始
それに伴い活動時間の変更（9：00～）
【12 月】木工用作業台作成
クリスマス会
バーベキューをエンジョイ♪
テーブルソー、自動カンナ整備
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販売所のご案内
あんだんて
東松山市石橋 1044-2
0493-22-3527
9：00～16：00 月曜～金曜日
あんだんて直売コーナー

いなほてらす（東松山農産物直売所）
東松山市下青鳥 714-1
0493-53-4655
9：30～17：30
いなほてらす

建具会館
ときがわ町大字西平 709-3
0493-67-0049
9：00～16：30

建具会館

チャレンジドショップ
東松山市松葉町 1-1-58
東松山市役所内販売ブース
0493-23-2221
10：00～14：00（不定期）
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小見 勇三

小野 博之

大嶋 浩

内田 和江

岩﨑 弘子

荒井 モト

新井 君代

荒井 喜美雄

浅見 昭子

（社員）

山田 節子

山下 茂

矢地 俊昭

松井 治子

松井 純

松井 伸二

松井 かおり

福島 正隆

初雁 秀男

中村 信子

出口 喬行

都築 義明

関根 進

鈴木 トメヨ

佐藤 美子

芝崎

重松

桜井

斉藤

釜田

金子

鹿島

小野

尾崎

岡本

大島

大矢

大畑

大熊

剛史

美穂

佐久間 敬介

斎藤

泉

三千子

啓子

千代子

ヨリ子

和子

博之

万佐子

雄夫

浩

静枝

勝代

國昭

松井

牧野

堀

堀田

藤野

福島

樋田

樋口

針谷

永元

中村

友清

富永

祐助

朋枝

順子

章子

義文

進

ちさと

長谷川 美和子

橋爪

麻巳

克好

信行

正護

良子

敏和

孝平

利根川 友子

特定非営利活動法人

金谷 典子

吉村 陽子

後藤 鋼星

黒澤 三津子

菊池 美智代

池田

荒船

新井

房子

光枝

英世

（賛助会員）

田中

武久

滝本

関谷

関根

鈴木

登美代

好夫

陽子

栄一

克幸

清美

渡辺

吉村

山浦

森沢

水谷

松本

千代子

陽子

喜代美

一郎

俊子

和良

（敬称略）

平成二九年度会員名簿

Poco a Poco

菅野 和子

小林 太一

宇津木 俊昭

神能 友次

桜井 三枝子
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御 礼

平 成 29 年度 NPO 法人 Poco a Poco、
ならびに法人が運営する就労継続支援事業所
「あんだんて」にかかわってくださいました作業所お近くの
皆様、浄光寺様、橋爪克好様、そして全ての皆様方に深く
感謝を申し上げます。
本年も旧に倍しましてご支援の程宜しくお願い申し上げます。
ありがとうございました

☆編集後記☆
今年は編集係をやらせて頂き大変勉強になりました。有難うございました。(Ｈ)
みんなであれこれ悩みながら一生懸命作りました。
（Ａ）
あんだんて通信、編集を良く頑張ってくれたＳさんに感謝！（Ｋ）
今回もみんなで一生懸命作りました。ご覧ください。
（Ｓ）
※：スタッフよりお詫び
文集のページ４段組の部分にセクション区切りが上手く制御出来ずお見苦しい点
がありますことをお詫びいたします。
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あ

んだんてのご案内
※お近くにお越しの際は、是非お立ち寄りください
※毎週月曜から金曜の 9：00～16：00 開所しております

編集 ： 特定非営利活動法人 Poco a Poco
代表理事 松井

治子

発行 ： 障害者就労継続支援Ｂ型事業所
あんだんて
〒355-0072 東松山市石橋 1044-2
Tel/Fax 0493-22-3527
発行日： 平成 30 年 1 月 10 日

