
ハーモニック
　この広報誌「ハーモニック」は、ハーモニー高崎ケアセン
ター（高崎市心身障害者デイサービスセンターおよび高崎市
心身障害者会館）と高崎市心身障害者体育センターの利用者
や関係者の方々に、私たちの活動に関する情報やスタッフの
思いや考えなどを盛り込んだ情報を提供する目的で、季刊誌
として発行しています。
　なるべく多くの方々に読んでいただくために、各施設の出
入り口付近や事務所窓口においてありますので、ご自由にお
持ち帰りになってお読みいただければ幸いです。また私たち
の施設や活動をご存じない方々にもご紹介下さい。
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施設管理から

「コスモスパソコンサークル」のご紹介

　私は、「ＮＰＯ法人 あいてぃ塾ぐんま」に所属しております岡部と申します。「あいてぃ塾」は、高崎市を中心と
して各公民館のパソコンサークルに講師を派遣する活動を 18 年程行っております。
　今回は、ハーモニー高崎ケアセンターの「コスモスパソコンサークル」のご紹介をさせていただきます。このサー
クルは、2003 年 11 月から始まり令和元年の今日まで続いている長寿のパソコンサークルです。毎月の第 3 土曜日
に午前 10 時から午後 3 時までの毎月 1 回開催されています。サークルの方たちは、障害をお持ちの方ですが、皆
さん明るく毎回楽しくサークルをさせていただいています。
　一般のサークルの方とは違いパソコンの使い方の説明も参加の方に合ったやり方が必要になります。それでも今
までに「あいてぃ塾」の作成しておりますテキストを一通り終了していて、更に高度な内容に進んでおります。も
ちろん、今までの内容を復習しながら更に先へ進み、昨年は花の写真を使って「花言葉」を合わせた作品を作成し
て日頃の活動をアピールするためにセンター内に展示していただきました。
　そして、現在進めておりますのが Word の機能の一部である「図形」を使って「花束」を描くことに挑戦をして
おります。なかなか難しい作業になっていますが、皆さん持ち前の明るさを発揮して挑戦され、もう少しで完成に
近づいております。完成後は、センターに展示をしていただくことになると思いますので、是非よろしくお願いい
たします。
　また、サークルに参加をご希望の方は、是非見学にお越しください。お待ちしております。

新年度の始まりにあたって

　ここのところ何かにつけ「令和最初の」という言い方が、まるで枕詞のように使われていますが、
まさに令和最初の「ハーモニック」発行となりました。

　当センターの指定管理業者である私どもの社会福祉法人榛桐会は、昭和 40 年に設立されました。
4 年後の昭和 44 年に上皇ご夫妻（当時の皇太子ご夫妻）が、はんな・さわらび療育園に慰問の
ために来られましたが、その思い出もずいぶん遠く感じられるようになりました。
　その後、平成 10 年に当高崎市心身障害者デイサービスセンターの運営を市より委託されたの

ハーモニー高崎ケアセンター
総合施設長　花岡 卓二

を機会に、当センターの運営に関わるようになり、さらにその後に改めて指定管理業者として当センターの運営に関わってい
ます。
　その後の平成時代も大過なく運営に携わってきており、ついに三つ目の「時代」を迎えた事になります。この間の利用者の
方々、保護者の方々および関係各位のご協力、ご指導そしてご支援には厚く御礼申し上げます。
　さて、昨年度には市内大八木町に「浜川こどもとおとなサポートセンター」を開き、事業を開始致しました。改善すべき面
はありますが、順調な運営を行っています。開業に当たってご協力いただいた関係各位および、ご利用いただいている方々と
保護者の方々にあらためて感謝致します。

　法人として、今年度の事業については大きな目標が二つあります。
　一つ目は、法人として ISO9001 の認証を本年中に取得する事で、現在ほぼ順調に準備が進んでいます。認証取得により第
三者の目を意識した、より安全でより良い支援・サービスが提供できるように努める所存です。
　二つ目は、現在市内榛名山町にある入所施設（法人事務局等を含む）の移転計画をより具体的に進めるということです。移
転時期の目標は令和 4 年度で、現在大まかな設計などについて各部署のスタッフが参加して会議を重ね、検討を進めていると
ころです。

　利用する方々へより望ましいサービスと支援が提供できる施設にするために、そして各スタッフが働きやすい施設にするた
めに努力しています。
　皆様には今後ともデイサービスセンターの運営、ひいては私どもの法人の運営につきましてよろしくご協力とご支援を頂き
たいと思います。よろしくお願い致します。

（ハーモニー高崎ケアセンター総合施設長　花岡卓二）

曜日 　　日時 期間 回数 費用 会場 定員 講師 準備品 備考

19:00～20:30 9月～11月 9 1,000円 身障体育館 30 堀米 喜美子 　ラケット・シューズ・タオル

（市バトミントン協会） 　運動が出来る服装

13:30～16:00 9月～12月 4 1,000円 身障者会館 20 赤石 正勝 タンゴ・ルンバ・ブルース等リズムに乗って爽やか
（赤石ダンススクール） に踊ってみませんか

13:30～15:30 9月～11月 9 月1,000円 身障者会館 35 森　将利 訓練された喉も微妙なところで鐘一つ、そこを指導
（群馬県歌手協会） 受ければ合格できます

13:30～15:00 9月～11月 9 月1,000円 身障者会館 40 武田 鳳泉 　書道用具一式 筆に自信のある方、ない方を問わず、やさしく
（群馬県書道協会） 　半紙・墨汁は不要 指導が受けられます

19:00～20:30 9月～11月 9 月1,000円 身障者会館 20 須藤 若葉 詩吟で心肺機能を向上させ清吟流の上位を
（清吟流） 目指したらいかがですか

10:30～11:30 9月～11月 9 3,500円 身障体育館 20組 長野 ともえ 　バスタオル・タオル 手遊び、唄遊び、マッサージなどと産後のリカバリー体操をします

（日本マタニテイビクス協会認定インストラクター） 　シューズ・動きやすい服装 ＊募集対象　開講時に生後４か月～１歳未満のベビーとお母さん

13:30～15:30 9月～11月 6 月3,000円 身障者会館 15 福島 位枝 　　エプロン 心の癒しと創造力,思考力を高めよう
（陶芸家） 　　タオル 個性豊かな作品を…

9:30～14:00 9月～11月 3  5,000円 身障者会館 8 伊藤 雅美 　三角きん・エプロン 無添加の新鮮なパン作りと試食を
（Ｋの会） 　筆記用具 味わってみませんか

10:00～15:00 9月 5 1,000円 身障者会館 5 岡部 俊雄 　配布資料 年賀状の作り方・写真の取り込み方等を
（あいてぃ塾ぐんま） 　筆記用具 楽しく学習します

13：00～14：00 9月～11月 9 3,500円 身障体育館 30 長野 ともえ 　ヨガマット・タオル 伝統的な呼吸法から基本的なポーズで
(ＡＦＡＡ認定インストラクター) 　動きやすい服装 ストレス解消や健康増進を目的とする

13:30～15:30 9月～11月 6 3,000円 身障者会館 10 田村　純子 　白い靴下 点前作法をはじめ、お茶の心や楽しさを学ぶ

　　　　　　　　　(表千家　教授) 基本的な作法を身につけましょう

令和元年度バリアフリー秋季健康教室（ハーモニー高崎ケアセンター）　
教室名

バドミントン教室 金 シャトルを追って爽やかな汗を流そう
　9/6　　13　　20　　　　　10/4　　 11 　　18　     　　11/1　　8　　15

ハーモニー社交ダンス 日 　ダンスシューズ
　9/1　　　　　10/6　　　　　11/3　　　　　12/1

カラオケ教室 火
　9/3　　10　　17　　10/1　　8   15 　11/5   12   19

書道教室 木
　9/5　　12　　19　　　　　10/3　　10　　17　　　　　11/7　　14　　21

詩吟教室 金 　テキスト
　9/6　　13　　20　　　　　10/4　　11　　18　　　　　11/1　　8　　　15

ベビーと一緒に産後ママビクス 金
　9/6　　13　　20　　　　　10/4　　11　　18　　　　　11/1　　8　　15

陶芸教室 月
　9/2　　30　　　　　10/7　　28　　　　　11/11　　25

パン作り教室 土
 9/21　　　　　10/19　　　　　11/16

茶道教室 水
9/11    25    10/9   23    11/13    27

パソコン教室
月
～

金  9/2    3　　4　　5　　6

ヨガベーシック 木
9/5    12   19    10/3   10    17    11/7    14   21



センター職員の声です！

就任のご挨拶

　高崎市心身障害者デイサービスセンター（以下、センター）ご利用の皆様、ご家族の皆様、はんな・さわらび療育園
から 2 月にリハビリスタッフ（理学療法士）として異動してきました松沼と申します。32 年間重症心身障害児者のリ
ハビリに関わってきましたが、その間もどのような障害にも対応できるように準備してきました。センターご利用の皆
様は様々な疾患や障害を持ちながら在宅で過ごされていますので、自分のこれまでの経験や学んできたことが生かされ
て皆様のご要望に少しでも応えられるようになれば嬉しく思います。これまでセンター開設当初は理学療法士が１名居
りましたが、その後はずっと作業療法士が配置されてきましたので、皆様のご要望に必ずしも十分お応えできなかった
面があったかと思います。
　自分の体を思う通りに動かせない、特に以前は何の不自由もなく過ごされていた方々にとって現実を受け入れながら
生活するということがどれ程大変なことか理解しているつもりです。特に、デイサービスを利用されている皆様はこの
ような現状を少しでも改善したいと考えてご利用頂いているのがひしひしと伝わってきますので、ご要望に真摯にお応
えしていかなければと思っています。今年の３月で一旦仕事に区切りをつけようと思っていましたが、私のキャリアの
最期をセンターで働くことができることに感謝しています。最期まで全力で働きたいと思いますので宜しくお願い致し
ます。

（理学療法士　松沼文男）

　桜が満開の季節になりました。
　今年はハーモニー高崎ケアセンターの１F に、利用者様
と職員との共同で制作した手作りの桜の木が登場し、満開
の桜の花を咲かせました。満開の桜と言ったらお花見で
しょう。という事で「お花見カフェ」と題しまして、月曜
日をご利用されている利用者様と職員で、ちょっとした
ゲームを楽しみました。
　テーブルに置いた折敷（おしき）の裏に、主役（桜彦、
桜姫）、早口言葉、ジェスチャー、歌のお題を書いた物が
置かれ好きな席に着いていただき、席に着いた所の折敷の
裏を見てそこに書かれたお題を披露するといった感じでゲーム開始です。皆様ドキドキしながら折敷の裏を確認され、

「あー王冠マークだ！」、「私は☆（星）。」、「私は手のマーク。」など。これまたマークを見ただけでは分からずドキドキ。
司会の職員の進行でマークの意味も発表され王冠マークは主役。見事桜彦に選ばれた利用者様の O 様、桜姫は事務室の
職員 N さんでした。
　１F で活動が出来た事でいつもは参加出来ない事務室の職員や運転手さんも参加でき、またいつもとは違った雰囲気
で新鮮な感じでした。次に☆マークは早口言葉。いくつか用意されたお題の中から一つ選び、披露。当たったのは普段
あまりご自分からは声を発しない S 様でした。一生懸命声を出して上手に披露して下さいました。次に手のマーク。ジェ

さよなら「平成」

　元号が「令和」に変わり、高崎市心身障害者デイサービ
スセンターのデイルームには、問題用紙と解答用紙が置か
れていました。そして壁には大きな封筒…「？」。問題用
紙を手に取ってみるとそこには「平成クイズ」と記されて
います。目を通してみると「平成」時代にあった出来事が
30 問の問題となっていました。参加自由、答えを記入し
た解答用紙を封筒に入れれば「何かあるかも…」と書かれ
ています。
　では、ここでいくつか問題を出してみますね。
　　　問題 1　1989 年に「平成」の元号となりましたが、この時元号を発表した官房長官は誰でしょう？
　　　　　①竹下登　②小渕恵三　③塩川正十郎
　　　問題 2　平成 10 年夏の高校野球甲子園大会で「平成の怪物」という名前を轟かせた選手は誰でしょう？
　　　　　①藤川球児　②松坂大輔　③イチロー
　　　問題 3　1991 年に NHK「おかあさんといっしょ」で歌われ人気を博した食べ物の歌はどれでしょう？
　　　　　①およげたいやきくん　②だんご 3 兄弟　③おさかな天国
　どうですか？みなさん覚えているでしょうか？このように政治、スポーツ、エンタメなどいろいろなジャンルからの
30 問は懐かしくもあり、かつ思い出そうとするため脳にも良い刺激になったことと思います。そしてこの「ハーモニッ
ク」が皆さんのお手元に届く頃には、応募してくださった利用者様には「何かあった」ことと思います。
　職員の予想をはるかに上回る数の解答用紙が封筒には入っており、「平成クイズ」は大成功！ご参加いただいた利用
者様、ありがとうございました。
　最後に、先程の問題の答えは ･･･3 問とも「②」でした。

（生活支援員　菊池省美）

お花見カフェ

初めまして

　2019 年 4 月 1 日より、はんな・さわらび療育園から異動してきました、看護師の小菅久美子と申します。
こちらに異動し、2 ヶ月が経ち、やっと一人ひとりの利用者様のお名前とお顔が一致し、お話を楽しむ事が出来るよう
になりました。
　信じられない方もおいででしょうが、この図体で、実は人見知りで、初めての方とお話をする時は、心臓が飛び出し
てしまうかと思うくらいドキドキし、手汗が止めどなく出てしまいます。（私を知っている、利用者様が『嘘付け』と。
大笑いしている所が目に浮かんでまいりますが・・・）
　この高崎市心身障害者デイサービスセンターに移動して来たときは、病棟でのケアとはまるで違う為、何をどうして
いけばよいのか分からず、利用者様よりご指摘を受ける毎日でした。今では、少しずつですが高崎市心身障害者サービ
スセンターでのケアや日々の流れなどを行えるようになってきました。また、利用者様から「小菅さん、明日は来る？」
とか「小菅さん、トイレ」などの声を掛けてくれる利用者様が増え、充実した毎日を送っています。
　まだまだ、他のスタッフの足元にも及びませんが、一日も早く利用者様、ご家族、スタッフにご迷惑をお掛けするこ
とのないように、頑張って行きたいと思いますので、どうぞよろしくお願い致します。

（看護師　小菅久美子）

退職のご挨拶

　この度、急でしたが 3 月 31 日付けで当センターを退職することになりました。はんな・さわらび療育園には平成 3
年入職、平成 13 年に当センターに異動、そこで 5 年勤務のあとさわらびに異動、7 年後にまた当センターに異動し 6
年勤務となりました。と言う訳で当センターには合計で 11 年勤務したことになります。その間、リハビリ業務を主体
に携わらせていただきました。沢山の利用者の方々との出会いがあり、皆様の笑顔に支えられて楽しく働かせていただ
くことができました。本当に急で職員や利用者の皆様には申し訳ない気持ちでいっぱいですが、65 歳という年齢や体力、
家庭の事情など考えまして新たな場で働く決心をしました。これまでの経験を活かし、仕事に励むことが皆様への恩返
しになればと思います。利用者の皆様のご健康と当センター職員皆様のご活躍をお祈り致します。

（作業療法士　柴山伸雄）

スチャーゲーム。お題は「冬眠から覚めた蛙」利用者の T 様と職員 T さんの共同発表。あれこれ想像しながら色々な意
見も出て見事正解に。皆さん一丸となって考え、意見を出し合う場面はとても微笑ましかったです。ゲームが終え、桜
茶と一口まんじゅうで乾杯！短い時間のお花見カフェでしたが楽しかった～と好評でした。手作りの満開の桜の木も季
節を追うごとに変化して行く予定です。

（介護福祉士　青木加代）


