
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

新年　雑感

　明けましておめでとうございます。皆様はどんな新年を迎えられたでしょうか。本年も旧
年に増して当センターの事業にご支援とご協力をお願いいたします。

　さて、毎年師走に「流行語大賞」が選ばれます。平成 29 年は「インスタ映え」が、30 年
は「そだねー」が大賞を獲得し、昨年は「ワン・チーム（One Team）」が選ばれました。
　「インスタ映え」という言葉は、インスタグラムを利用しない私にとっては全く生活感の
ない言葉です。例えばあるレストランの料理が「インスタ映え」するとインスタグラムに載っ
ても、「見場が良い」ことが優先されていて味は二の次という印象が拭いきれません。
　我々が障害者の方々に提供するサービスで「インスタ映えするサービス」に相当するもの
は何だろうかと考えたことがありますが、やはり「見場が良い」ことよりも、中身が大切な
のだろうと思います。
　「インスタ映え」はするがちょっと味気ない料理より、見た目は平凡だがいつ食べても飽きない「定食的」なサービスの方
が安定していて皆様に安心していただけるような気がします。
　「そだねー」はカーリングの日本女子代表チームが何度も口にしていた言葉です。ただ言葉としておもしろいとか、女子チー
ムが活躍したとか爽やかだったということではなく、言葉に含まれる意味も共感を得たのではないかと思います。つまり、試
合中の戦略に関してそれぞれのメンバーがその都度意見を出し合って話し合い、いったんそこで決まった作戦は「そだねー」
とチーム全員が納得・確認しあって実行する。そういう姿勢を感じ取った国民に広く指示されたのではないかと思います。
　そして「そだねー」で戦略が一致して絆を深めた人たちの努力が、「ワン・チーム」という言葉にもなりすばらしい結果になっ
たのではないでしょうか。
　私たちセンターの職員も、「そだねー」で確かめ合い、力を合わせて「ワン・チーム」になれるように今年も努力しなけれ
ばなりません。

（ハーモニー高崎ケアセンター　総合施設長　花岡卓二）

すばらしい書初め作品

ハーモニー高崎ケアセンター（以下、センター）では、
年 3 回、障害をお持ちの方々と一般の方々が一緒に活動
出来る教室「バリアフリー健康教室」を行っています。
　書道教室の活動で、毎年 1 月には、センターの 1、3 階
フロアは、みごとな書初展の会場になり　訪れる方々の
目を楽しませてくれます。今年も沢山の作品を展示して
いただきありがとうございました。

　

曜日 　　日時 期間 回数 費用 会場 定員

13:00～14:00 5月～7月 9 3,500円 体育センター 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を丁寧に
（AFAA認定インストラクター） 動きやすい服装  行いストレス解消や健康増進を目的とする

19:00～20:30 5月～7月 9 1,000円 体育センター 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 5月～7月 3 1,000円 障害者会館 20 赤石 正勝 タンゴ・ルンバ・ブルース等リズムに
（赤石ダンススクール） 乗って爽やかに踊ってみませんか

13:30～15:30 5月～7月 9 月1,000円 障害者会館 35 森　将利 訓練された喉も微妙なところで鐘一つ
（群馬県歌手協会） そこを指導受ければ合格できます

13:30～15:00 5月～7月 9 月1,000円 障害者会館 40 武田 鳳泉 書道用具一式 筆に自身のある方、ない方を問わず
（群馬県書道協会） 半紙・墨汁は不要 やさしく指導が受けられます

19:00～20:30 5月～7月 9 月1,000円 障害者会館 20 須藤 若葉 詩吟で心肺機能を向上させ清吟流の
（清吟流） 上位を目指したらいかがですか

10:30～11:30 5月～7月 9 3,500円 障害者会館 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
（日本ﾏﾀﾆﾃｲﾋﾞ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 5月～7月 6 月3,000円 障害者会館 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…

10:00～15:00 6月 5 1,000円 障害者会館 5 岡部 俊雄 配布資料 ワード、電子メール等パソコンの基礎を
（あいてぃ塾ぐんま） 筆記用具 20時間を楽しく学習

13:30～15:30 5月～7月 6 3,000円 障害者会館 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

パソコン教室
月
～

金  6/１　　　２　　　３　　　４　　　５

茶道教室 水
5/13    27       6/10    24       7/8　  22

陶芸教室 月
　5/11　　25　　　　　6/1　　15　　　　　7/6　　20

詩吟教室 金 テキスト
　5/8　　15　　22　　　　　6/5　　12　　19　　　　　7/3　　10　　　17

ベビーと一緒に産後ママビクス 金
　5/8　　15　　22　　　　　6/5　　12　　19　　　　　7/3　　10　　17

カラオケ教室 火
　5/12　　19　　26　　6/2　　9   16　 　7/7   14　  21

書道教室 木
　5/7　　14　　21　　　　　6/4　　11　　18　　　　7/2　　9　　16

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
　5/8　　15　　22　　　　　6/5　　12　　19　     　　7/3　　10　　17

ハーモニー社交ダンス 日 ダンスシューズ
　5/10　　　　　6/7　　　　　7/5

令和２年度バリアフリー春季健康教室（ハーモニー高崎ケアセンター）

　ハーモニー高崎ケアセンターでは、バリアフリーの架け橋として下表とおり健康教室を開催します。趣味の向上、体力の維持向上、仲間づくりのためにぜひ参
加してみませんか。いずれも会場は同センターで、対象は市内に在住の方です。障害のある方（障害者手帳をお持ちの方）を優先しますが、健常の方も問わず
参加できます。応募多数の場合は抽選とさせていただきますのでご了承ください。（詳細は申込時に説明致します）
　申込期間は、令和２年4月1日(水)～8日(水)までの月～金曜日（土日を除く）。9時～17時に直接同センター窓口で申込書に記入の上、お申し込みください。

※問い合わせ：ハーモニー高崎ケアセンター（柴崎町1746-1）、027-346-8109

ヨガﾍﾞｰｼｯｸ 木
　5/7　　14　　21 　　　　　6/4　　11　　18　　　　　7/2　　9　　16

備考準備品講師教室名
開催日



センター職員の声です！

メリークリスマス！

　今年の高崎市心身障害者デイサービスセンターのクリスマス会は 12 月の第 2 週で、風邪が流行る前にいつもより早
めに行いました。
　尺八、オカリナ、ギター演奏、「長豚剛」さんライブや、また Xmas スイーツとして、パティシエールによる制作実演、
炭火焼き鶏おやつ、ビンゴ大会、イオンリテールよりサンタ来所！などなどバラエティにとんだ一週間で毎日様々なイ
ベントを行い大好評でした。
　オカリナ演奏では手話で「見上げてごらん夜の星を」をみんなで行い、最後のアンコールでは今流行りのパプリカを
踊りました。普段はあまり活動に参加しない利用者様も誘うと前に出てきて、顔の前で振り付けのパプリカの花を作り
笑顔で踊ってくれました。

（写真左：イオンリテールさんからお菓子のプレゼント）
（写真右：サンタさんにお礼に手紙を渡しました）

（介護福祉士　友野瑞穂）

　12 月になると行事の王様。クリスマスが待っています。行事の担当はそんな谷間にオセロ大会を入れてくれました。
自分がまだ若かりし頃、喫茶店でテレビゲームが一気に広まっていて、オセロも地味に広がってきていました。喫茶店
に行くとみんなテーブルの画面を見て、夢中になってゲームをして、仲間と行っているのにろくに話もせずゲームに夢
中でした。テレビゲームはお金がかかり、自分は下手だったのですぐにゲームオーバー。いくら小遣いがあっても足り
ませんでした。テレビゲームはなかなかできなかったので、お金をかけずにオセロを楽しんでいました。懐かしい遊び
です。
　利用者様も自分と同じくらいの年代の方もいて、懐かしい思いで楽しんでいたようです。
デイサービスは毎日利用する方が違うので曜日ごとに優勝者を決めるトーナメントで実施しました。中には実力があり、
オセロをよく知っている方は、自分の実力を当初見せてくれて、決勝戦まで上り詰めたのに、突然決勝戦になると意図
的に相手の方が有利になるような粋な計らいをしてくれていました。とてもやさしい方です。オセロとはいえ、利用者
様の人間性が垣間見ることができました。
　今後も楽しい企画をお願いします。行事担当さんへ。

（高崎市心身障害者デイサービスセンター　センター長　荻野勝秀）

おやつの旅

　出産・産休・育休を経て、復帰してもうすぐ 1 年になります。
　早いもので、息子はもうすぐ２歳になります。言葉は出なくても、大人の言うことはきちんとわかっていて、納得で
きないことは絶対に譲りません。特に食べ物に関しては…。親に似て頑固です。
　さて、最近の高崎市心身障害者デイサービスセンターですが、「おやつの旅」が残りあと数県と佳境に入っています。
県やお菓子の紹介には担当の職員によってそれぞれ特色があり、PC を巧みに使いプレゼンさながらに実施する者、自
分の興味のあるものにフォーカスをあてて深く掘り下げる者など様々です。
　おやつの旅の日は２階のフロアに利用者様が丸く並び、わいわいにぎやかです。群馬にいながらにして日本全国のお
いしいものが食べられるのですから、利用者様の間でとても好評です。
　来たる 2 月は静岡県で、担当は私です。乞うご期待！！そして全国一周してしまったらどうしよう…良いアイデアが
ある方、職員に教えてくださいね。

（看護師　海老澤暢子）

高崎市心身障害者デイサービスセンター　オセロ大会開催

新年を迎えて

　あけましておめでとうございます。新しい年号になっての初
めての新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。また、旧年
中はお世話になり、誠にありがとうございました。
　高崎市心身障害者デイサービスセンターの一月は、書き初め
と成人式の行事で幕をあけました。
　書き初めは、2020 年の思いを漢字に託して楽しく書きまし
た。やはりオリンピックと自分のリハビリから連想出来る文字
の金、歩、勝利や今年の干支などが、目立ちました。それぞれ
の文字はその利用者様の個性や性格も表しているので、文字を
見ているとホンワカしてきます。ちなみにセンター長が選んだ
金、銀、銅賞やハーモニー賞、ことば賞、お正月賞に新人賞、
書体で選んだ画伯賞を受賞された方もいらっしゃいます。
　成人式の行事では、男性、女性それぞれ一名ずつの利用者様が成人を迎えられました。職員から寄せ書きをプレゼン
トさせていただき、他の利用者様と職員とでお祝いしました。お二人ともセンターのアイドルなので、これからも幸多
い人生でありますようにね。
　さて次回のセンターの行事は何でしょうか。お楽しみに！

（栄養士　柄沢洋子）


