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こんにちは、地域支援課です。今回は『日中活動』について、ご紹介させていただきます。

『日中活動』は日常的な活動から季節のイベントまで、さまざまな内容で実施しています。

活動を計画する際には、直接ご利用者からご意見を聞かせて頂くことがあります。そして、「ご利用者が求めて

いるのはどんなことだろう？」と考えます。

“散策”はご利用者のご要望から実現した活動です。開始時には、参加希望されているご利用者同士で話し合

いをして頂きルールなどを考えて頂きました。今では、人気のある活動のひとつです。

みんなが参加したい、参加出来る『日中活動』とは？・・・と活動を計画します。散策で季節を感じることがあり

ますが、さまざまなイベントでも季節を感じられることを取り入れています。最近は、以前のような外出が難し

い状況にあります。施設の中で過ごしていても楽しめるイベントの実施を目指しています！

昨年末の“餅つき”では、「よいしょ～！」との掛け声で、ご利用者と職員が一緒に餅つきをしました。明るい声

がユニットに響き、盛り上がりました。職員も一緒に楽しめるイベントになるような工夫もしています。

コロナ禍では活動実施自体が出来ない場合や、制限を掛けないといけないこともあります。その中で出来るこ

とを、実施し続けていけたらと思います。

コロナ以前のように活動を大人数で…ご利用者同士の手が届く距離で、できる日を楽しみにしています。
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パン作りについて
入所支援課で実施している調理活動のパン作りについてご紹介させていただきます。

調理活動としてパン作りを始めたのは2018年の1月になります。みずき内では入居ご利用者の栄養管理を中

心にお仕事をさせて頂いていますが、栄養の問題がないご利用者との接点も持ちたいと思ったことがきっかけ

です。調理活動を通じて食べることだけでなく調理にかかわる楽しみも感じてもらえたら良いなと思っています。

ホームベーカリーや調理器具は食事支援課でお借りして、パン生地はホームベーカリーで1次発酵まで行います。

ご利用者は生地を成形し、具材を入れる工程に参加してもらいます。

成形したパンを2次発酵させ、オーブンで焼くのは食事支援課の調理師さんにお願いしています。

今までに40種類ほどのパンを作ってきましたが、私の思い出に残っているパンをいくつか紹介したいと思いま

す。

☆クリームパン・・・一番難しかったパンです。中身のカスタードを手作りしたのですが、柔らか過ぎると焼いてい

る時に生地からはみ出てきてしまうし、かといって固くするとクリームパンのカスタードのとろけるような食感

が無くなってしまい、何度も試作して苦戦しました！

☆ビザパン・・・実はこのパンの時、失敗しました、、、ホームベーカリーにパン生地の材料を入れてセットするので

すが、強力粉の量を間違えたらしく、出来あがったパン生地がドロドロだったのです！ホームベーカリーを開け

たときのパニックは今でも忘れません！あれっ？何が出来た？！と焦ったと同時に一瞬にしてそれまでの工程

を振り返り、強力粉が足りないことに気づき、慌てて強力粉を追加しました。何グラム入れたらいいのか分から

ないので袋からバサバサと強力粉を追加し、なんとなくピザ生地くらいの固さになったので、何事も無かったか

のように仕上げました！今までこのことは誰にも言っていません・・・

☆チョコとオレンジのブリオッシュ・・・12月のクリスマスを意識してリッチなパンにしたいなと思ってブリオッ

シュにしました。バターと卵をいつもの2倍以上使って材料費も高くなってしまいましたが、ちょっとしたケーキ

のような甘ーいパンになりました。

☆メープルくるみパン・・・とても簡単ですごく美味しいと感動したパンです。メープル味は製菓材料に使われる

メープル味の粒ジャムを使い、クルミを砕いて入れるだけなのですが、くるみから出る油分のおかげでもっちり

しっとりした生地になりメープルの粒ジャムの甘みが程よく感じられて簡単だけど美味しい！とうれしい発見で

した。

これまで食事支援課や入居支援課職員の皆様にご協力いただき、ご利用者の皆様の「楽しかった」「美味しかっ

た」との言葉を励みに続けてこられました。これからも食の楽しみを伝える活動として続けていきたいと考えて

います。

管理栄養士 安達
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農園物語 2021 この一年を振り返って・・・

入居支援課のひまわりユニット前で行っている「農園」を始めてから、今年

が一番厳しい結果となりました。ここ数年、天候に左右されることが多く、思う

ような果実を実らせることができないでいました。今年に関して言えば、5月

の低温、雨の多い梅雨、いつもより早い梅雨明け、そして猛暑と・・・。作物に

とって、厳しすぎる環境でした。そうした中でも、かぼちゃは大きな果実をつけ、

さつま芋はツルを長く伸ばし、里芋やズッキーニは葉が大きく育ちました。

11月になり、里芋とさつま芋を掘りました。思ったほどの収穫量ではありま

せんでしたが、厳しい環境で育った作物の収穫は、いつも以上の嬉しさにな

りました。

3年前の増改築工事で新しくなった農園の土は、まだまだ肥沃なものではあ

りません。今後、様々な作物を育てながら、肥沃な土に変わることで多くの収

穫が出来るようにしていきたいと思っています。

ご利用者のみなさんと苗を植え、日々の成長を見ながら大きく育った作物を

収穫する「農園」は、みずきにとって、かけがえのない場所の一つですね。

通所支援課 佐藤 亨
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「おすすめな頭休め」 紹介者：ハイジ

今回の「おすすめ」

テトリス

落ちてくるブロックを「積んではめてそろえて消す」と、ルールや操作はいたって

簡単な、まさに「落ち」ゲームの真骨頂です。

「日々に疲れて無心になりたい」そんな人におすすめゲームです。

実は開発者がロシア人の元科学者なのはご存じでしょうか？そんなこともあり一度

は聞いたことがあるあの有名なBGMがロシア民謡だったりするのです。

まだ、体験したことのないあなたも一度はテトリスに沼り※１ませんか？

あつまれ どうぶつの森

通称「あつもり」で親しまれているニンテンドーのゲームです。

2001年4月14日に発売されたNINTENDO64※２「どうぶつの森」から始まりました。

それから、人気を集め今や、Nintendo Switch※２では服のコスチュームづくりや、

地形も変えられたり、色のバリエーションも増えて、クリエイターが作った作品を

島に飾れたりと、動かして楽しい、見て楽しい盛りだくさんの無人島ライフです。

現実をお休みして、自分だけの島でのんびりしませんか？

※１「沼(ぬま)る」、もしくは「沼落ち(ぬまおち)」ネット用語：熱中する、夢中

になる、ハマる、のめり込む、没頭する、という意味で用いられる。 特に趣味の分

野において、その世界の奥深さに引き込まれていく、という意味合いを込めて用い

られることが多い。

※２NINTENDO64・Nintendo Switch：任天堂が販売している家庭用ゲーム機

イベントなどに、心から参加する（これは、ゲームではないのですが）

イベントに参加して違う自分になりきり、そのキャラで過ごす。「恥ずかしい」

「いやいや自分には」という意識を少し横に置いて参加することで終わった後に高

揚感が出ます。仮装することでストレスが緩和されます。違う自分になることで得

られる満足感です。今の感染対策時期ではなかなか難しいとは思いますが、やれる

チャンスがあったら、違う自分にGOです。
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①
「おしり」のストレッチ

②
「太もも内側」のストレッチ

③
「太もも後面」のストレッチ

足を一歩引いてつま先を
つき、すねの前側を伸ば
す。

足を一歩引き踵をつけて
ふくらはぎを伸ばす。

膝を後ろに曲げ、片手で
足の甲をもち太ももの前
側を伸ばす。

⑥
「すね」のストレッチ

⑤
「ふくらはぎ」のストレッチ

④
「太もも前側」のストレッチ

足を一歩前に出し、後ろ足
を曲げて身体を前に倒し、
太ももの裏側を伸ばす。

つま先を外に向け足をひ
らき、手を膝について腰を
落とし太ももの内側を伸
ばす。

足を反対の膝の上に乗
せ、軸足を曲げて身体を
前に倒しお尻を伸ばす。

後
ろ
を
伸
ば
す

～ストレッチとは～

ストレッチは、継続的に行うことで関節の柔軟性を改善、筋緊張の緩和、疲労回復やケガの予防に

有効です。身体のどこが伸ばされているのか感じながら「心地良く」おこなってください。

簡単体操 (下半身編)

ちょっとした時間でかんたんにできる体操です。

身体を動かすときは息を深くはき、痛みのない範囲で行ってください。
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裏表紙：通所支援課イベント風景

撮影：平成

お知らせ

コロナでなかなか、思い通りに活動できない世の中です。家

に引きこもりがちな日々ですが、ストレッチなどをして、運

動不足を解消しましょう。

食事支援課 鈴木

社会福祉法人

足立邦栄会

障害者支援施設

みずき

〒183－0003

東京都 府中市

朝日町 3－17－5

TEL042‐352‐0081

FAX042‐352‐0085
ローソン

アクセス

電車 京王線飛田給駅北口下車 徒歩15分

当施設は、駐車場のスペースが僅かなため、な

るべく公共交通機関のご利用をお願いします。

裏表紙：通所支援課イベント風景 撮影 令和3年 秋

お知らせ

本来掲載予定でした「みずき祭」が感染症対策で中止になり、掲

載内容が変更になりました。

次年度も、「みずき」の生活風景や、イベントの様子をお知らせ

いたします。今年度は、「みずき」職員の方に多くコラムを書いて
いただきました。また、機会がありましたら、近況の様子などをお

伝え出来る様に思案していきたいと考えております。

食事支援課 鈴木

編集後記

今年も寒暖差が激しく、雪が降る日もあり、体調管理が大変な日々が続いておりますが皆様、お変

わりありませんか?４３号では職員によるコラムをはじめ、皆様に楽しんでお読み頂くために、工夫を凝

らした内容が満載です。例年であればそろそろ花粉の季節かなぁ～と思い始めるころですが、やはりコ

ロナ感染症の感染拡大が懸念されます。3回目のコロナワクチン接種が始まり、これを機に感染拡大に歯

止めがかかる事を願い、1日でも早く元の日常を取り戻したいですね。

管理課 杉本

ご案内

将来、福祉サービス（ 施設入所・短期入所・通所利用・その他 ）を

検討されている方で見学希望の方は下記の通りにお問い合わせ

ください。

見学依頼をみずきTEL042‐352‐0081にお問い合わせくださ

い。その際に見学の趣旨をお伝えください。後、希望に沿った担当

者におつなぎいたします。担当者が日程調整を行い、見学の運び

となります。

平日9時から18時まで電話応対可能です。

社会福祉法人

足立邦栄会

障害者支援施設

みずき

〒183－0003

東京都 府中市

朝日町 3－17－5
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「みずき」では情報発信源として、SUN 

RISEやホームページの他にインスタグラ

ムを開設しています。

PCホームページ

http://mizuki.houeikai.gr.jp/wp/ 

スマホアプリ

@mizuki_houeikai

で検索下さい。

ローソン


