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いよいよ移転！！
年

が明けるといよいよ、新しい建物へと移
転します。新施設の場所は八王子市元本
郷町 4 丁目の旧都営西八王子アパート跡地で
南浅川が近くを流れ、同じ町会には多賀神社
があり、市役所からも歩いて 5 分ほどの所で
す。現在、外郭はほぼ完成し、内装の段階に
入っています。引っ越しは 1 月 21 日土曜日
を予定し、23 日月曜日からは作業を開始し
たいと思っています。また新たな事業として
喫茶店を開業し、製菓班で作っているケーキ
や焼き菓子などをコーヒーと一緒に楽しんで
頂きたいと考えています。
移転先におきましても、当作業所が地域の
福祉拠点となることを目指します。障害者施
設が地域社会を活性化するための力となる事
を示し、共生型の地域作りに取り組みます。
具体的には建物・備品・職員といった資源を
最大限に活用し、地域住民の方々の身近な使
いやすい共同利用施設として地域作りの拠点
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施設長 松岡利明
となります。また、日常的に利用出来る地
域のたまり場的な空間の提供や会合やイベ
ントでの施設利用を進め、地区の町会に加
入させて頂き、地域行事への利用者・職員
の参加を積極的に図ります。地域住民の方々
との協働により、地域社会の活性化に取り
組みたいと考えています。移転は建物を移
るだけでなく、利用者・職員が地域住民と
なる事だと思います。職員・利用者が新た
な環境に適応し、利用者がその地域に通っ
てくることが当たり前、自然な事として受
け入れられることだと思います。地域の一
員となり、地域にとってならなくてはなら
ない存在となるよう職員一同頑張って参り
ますので、皆様のご協力のほどよろしくお
願いいたします。
引っ越しの前の 1 月 13 日金曜日と 14 日
土曜日に、内覧会を予定しています。多く
の方がいらっしゃることを期待しています。
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秋の大運動会

～１人１人が大活躍！～

今年のふれあい運動会は雲１つない
晴天の中での開催となりました。
競技は玉入れ・大玉転がし・徒競走・
ミニマラソン・パン食い競争・リレー・
何が出るかな？の７種目です。
大玉転がしでは 2 人ペアで息を合わ
せて猛ダッシュ！ミニマラソンでは旗
を振りながら応援にも熱が入りました。
走り終えた選手の方々の顔は達成感に
満ちていましたね。
続いての競技はお楽しみのパン食い競
争！口で上手く取れずに苦戦している
昼食を取りながら一息！迫力のある
チアダンスに目が釘つけになりました。
姿も見かけましたが、あんパンを咥え
午後一番の競技はリレーでした。福作
ながらゴールを目指しました。その後
からは 3 チームがエントリーしました。
は美味しいあんパンを頬張りました。
どのチームも 1 位を目指し、円陣を組
んで気合いを入れます！応援にも熱が
入り｢福作頑張れ－｣と声援が飛び交い
ました。皆さんの頑張りと応援のおか
げもあり、2 チームで 1 位をとる事が
出来ました。
今回の運動会では 4 枚の賞状を貰い
ました！日差しが暑い中お疲れ様でし
た。来年の運動会も楽しみですね。
運動会担当：樋口
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さようなら台町の福作
こんにちは元本郷町の福作

正面の門がありません

大変盛り上がっていますね

fukusaku color

以前は屋上で お祭りをしていたんですね

fukusaku color

当時の建物

fukusaku color

fukusaku color

昭和５４年に事業が開始されて以降、台町近隣にお住まいの皆さまや企業様に
支えられてきた八王子福祉作業所が建物老朽化の為、元本郷に引越をする事とな
りました。
台町の皆さま、大変お世話になり、ありがとうございました。引越後も元本郷
町にお越しの際は、ぜひお立ち寄り下さい。ケーキ販売はもちろん、喫茶店も営
業しています。
今回は事業開始当初の懐かしい写真を掲載致します。ご覧下さい。

fukusaku color

fukusaku color

昔から箱折り作業をしていたんですね

どなたか分かりますか？

外でも作業をしていたんですね。
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移転します！

八王子福祉作業所は平成２９年１月２３日より元本郷町に拠点を移し、生まれ変わりま
す。皆さまの期待に添えるようスタッフ全員で頑張ります。どうぞ宜しくお願い致します。
住所：八王子市元本郷町４−１３−３
電話：６２６-０６３１

ＦＡＸ：６２１-０７７４（電話・ＦＡＸ共に変わりません）

E-mail：eight-prince@cup.ocn.ne.jp
ホームページＵＲＬ：http://fukusaku.sakura.ne.jp

お気軽に遊びに来て下さいね。
よろしくお願いいたします！

今年も頑張って全員完走！！
—心をつなげる福祉マラソン大会参戦—
去る１１月２７日、江東区の大島小松川
公園にて東京都社会福祉協議会主催の福祉
マラソン大会が実施されました。我が八王
子福祉作業所からも日頃から鍛えている肉
体を武器に今年は４人のアスリート達が参

戦しました。土手を吹き付ける北風が福
作のランナー達を苦しめます。しかし毎
日作業で培ったど根性！歯を食いしばっ
て頑張って皆さん完走しました。
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文：看護師 高山
気温が低く、乾燥する冬。肌にとっては１年でもっとも厳しい季節です。
『あかぎれ』『乾燥による湿疹』『痒み』『しもやけ』『老人性皮膚掻痒症による
足の脛や足首が痒い』というお年寄りが増えています。
年を取ると皮膚の水分量が低下してきます。そこへ乾燥した空気の影響で更
に乾いてくることで、痒みが増していくのです。
冬の肌は悩みのオンパレード。この季節にしっかりとケアする事が大切です。

予防と対策
・外出時には、十分防寒対策をする
・ハンドクリーム等の保湿剤をこまめに
塗る
・マッサージや適度な運動で血液循環を
良くする
・手の洗いすぎに注意する
・食器を洗う洗剤を薄める
・食器を洗う時は水またはぬるま湯で洗う
・水仕事、手洗いをした後は水分をしっか
り拭き取る
・水仕事をする時には、ゴム手袋（または
ビニール手袋）をする
・体を洗う時に、ナイロンタオルは皮膚を
痛め乾燥するので、使用しない
・入浴後、ボディークリームやワセリンな
どでしっかり保湿剤を塗り、手袋や靴下
を着用する

大募集！
八王子福祉作業所では作業や
行事のお手伝い、利用者さんと
おしゃべりをして頂けるボラン
ティアさんを募集しています。
初めての方は見学だけでも大丈
夫です。お気軽にご連絡下さい。
℡042-626-0631
担当：志賀まで

冬の室内環境
・冬の暖房時、エアコンの設定温度
は 20℃程度が望ましいとされていま
す。
そしてもう一つ重要なのが湿度で
す。皮膚の乾燥を予防したり、ウイ
ルスから身を守る予防には、室内の
湿度は重要です。50％の湿度を保つ
よう室内にタオルを干したり、加湿
器を使用できると良いですね。
冬の病気から身を守るには、適度な
湿度のコントロールが必要です。

社会福祉法人武蔵野会が経営する２５施設の利用者のために

より良い環境や施設の充実・施設の円滑な運営などを物心両面か

ら支えるために、武蔵野会後援会があります。使用済み切手、ベル

マーク、書き損じのハガキなどの収集、一口５００円の後援会費の

方法があります。法人の経営基盤の確立をめざしていますのでご

協力をお願い申し上げます。

ご協力については作業所までご連絡下さい。

編集後記
あっという間に 12 月、今年を振り返
りつつ、来年どんな年になるか考える
のも楽しいですね。
（中）

