AJU medaka 平成３１年２月２6 日増刊（毎週火曜日）
通巻第 13372 号

昭和 54 年８月１日〈第３種郵便物承認〉

街で、さわやかな風と人々に触れあいながら

Vol.４２

ほほえんで。。
。新しい年を迎えられました
本年もよろしくお願いいたします

「お客さまに喜ばれる ものづく
時の過ぎるのは早いですね。つい先日、年が明けたと思っていましたら、まもなくかわい
2017.1.17
らしい花があちこちでみられる時期になりました。
り」
本年もベーカリーカフェむぎの花ならびにむぎ花ファームをご愛顧いただけますようよろ
しくお願い致します。
障がい者就労継続支援事業としては、毎日の仕事の中で、地域の支援事業者様との関係を
1111
密にしてサービスの質を深めることを大きな目標に努力をしてまいりますので、よろしくお
願いいたします。
さて、むぎの花をご利用されている方々の中で一人暮らしをされている方が 4 人いらっし
ゃいます。年末年始の様々な恒例の行事や楽しみをどう過ごされているのかなと、ふと思い
を巡らせていますと。。。。。
「あけましておめでとうございます、今日は〇〇の○○神社いきました、去年のお札おさ
めて今年のお札を買いました、おみくじは、小吉でした。偶然にも去年会った、友達と会い
ました、嬉しかったです、今部屋でゆっくりお酒を飲みテレビみてます、白衣も洗濯してい
ます、明日の米もといで、タイマ合わせるだけ、やることすませて、ゆっくり。○○号の○
○さんが一人分のお節を持ってきてくれました、年８０才です、僕のマンションのボスみた
いな感じです、僕がむぎの花のパン持ってあげてるのです。」（ご本人の許可をえて掲載）
「新年明けましておめでとうございます！おみくじ大吉恋愛💛〇〇神社に行きました！今、
ちょうど家に着いて、夜ご飯は、野菜たっぷりのお雑煮をつくります！今年も末永くよろし
くお願いします！こんな私だけど！」（ご本人の許可をえて掲載）
というメールが入ってきました。
それぞれが、お正月行事を楽しみ、好きなご馳走を楽しんでいるのね。これって「幸せ」。
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紹介

O さん（Ｂ型事業所）
東郷町から通っています。みんなと仲良くできたら
いいなと思っています。よろしくお願いします！
M さん（B 型事業所）
はじめまして、新人の M です。
むぎの花ファームにきて、早や３か月をすぎました。
最初はとまどいながら仕事をおぼえはじめた私ですが、
やさしい職員さん、まじめな先輩たちにかこまれて、楽しくやっています。
いつも、みなさん、ご指導ありがとうございます。
まだ仕事が未熟者の私ですが、これからもよろしくお願いします。

ボランテティア募集。。。むぎの花の商品や活動を
ふきん・台ふきのご寄付をお願いいたします

ベーカリーカフェむぎの花で、ふきんが不足しています。ご家庭で不要
となったタオルや手ぬぐいで、ふきんや台ふきを縫ってご寄付いただけ
ないでしょうか。
ふきん：さらに二つ折りにし
作り方：

て縫う

タオル１枚
半分にカット
台ふき：四つ折りにして縫う
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職場体験。。。。「はたらくこと」体験記
豊明市立栄中学校・沓掛中学校生が体験されました

拝啓（中略）先日は実習でお世話になりありがとうございました。皆さまから温かい励ましの言葉
をいただき、二週間の実習を終えることができました。心に残ったことは、外商で地域の方と交流
したことです。そしてたくさんの方々に販売の方法や人との接し方を教えていただいたことです。
自分の中でコミュニケーションが一番大切だと思いました。今後は体力をつけることや報告・連絡・
相談を意識すること、時間を見て行動することなど実習で教えていただいたことを生かして学校で
頑張ります。
M より

本当にありがとうございます。

むぎの花様
先日は現場実習をさせていただきありがとうございました。実習ではストロー入れの仕事や、はたお
りの仕事をさせていただきました。ていねいに教えていただいて自分でできるようになりました。作
品が作れてうれしかったです。卒業したらむぎの花でいっしょうけんめい働きたいです。

先日は、職場体験のためにお時間をいただき、ありがとうございました。
パンの袋詰めをしたり、色々な場所へパンを売りに行ったりしました。そこで一生懸命パンを作って
いる人達の熱意に感動し、驚きました。
このお客様のために、がんばってパンを作っているむぎの花のみなさんを見習ってがんばっていこう
と思います。
ありがとうございました。

先日は、実習でお世話になりありがとうございました。皆様から温かい励ましの言葉をいただき、
実習を終えることができました。
今回の実習で一番大変だと感じたことは、パンを焼いた後の鉄板の清掃です。始めは、力強く鉄板
をヘラでこすって汚れを落としたり、適量の油を均一に丁寧に塗ったり、手際よく作業を行うこと
が難しかったです。また、パン生地の分割の作業でも、計算や効率の良さが必要で慣れるまで時間
がかかってしまうことがありましたが、むぎの花の皆さんが繰り返し教えて下さったので、少しず
つできるようになりました。多くのことを学び、充実した実習となりました。
今回の実習で働く上で必要な力について改めて実感することができたので、
運動を頑張って体力を
つけたり、計算を正確にすることができるように練習したりして、目標に向かって頑張ります。
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むぎの花のパンは保存料、イーストフードなどを一切
使用せず、地産地消・旬・安心・安全にこだわり、手
づくりしています。
営業時間 / 9：00～18：00

ランチをはじめました♡💚♥💕

定休日 / 日・月

是非おためしください

むぎの花のパンをおいしく召し上がって頂きたいメニューです。
ランチタイム；１１：００～１４；００
￥１０００（税込み）
コーヒーor 紅茶
ひじきと蓮根のサラダ

みかんのゼリー

無塩せきフランク
オニオングラタン

季節のスープ
かぶ・ほうれん
そう・・

季節の野菜‥‥サツマイモ・里芋・レンコン・かぼちゃ・・・ほうれん草・ブロッコリー・・を
主役にしたパンもお楽しみください
むぎの花では、旬のものを使ってパンを作っていますので、季節により
パンの種類が替わります。期間限定商品には数に限りがございますのでお早めにお求めください。
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むぎ花ファームでは自家栽培をはじめ、近隣の生産者
さんの人にやさしい安心安全な野菜の販売と、織物の
販売および体験教室をしています。
営業時間 / 10：00～16：00

定休日 / 日・月

野菜を店内で販売するだけでなく、野菜で加工食品も作って販売して
います。時期により商品は替わりますので、ぜひ、一度ご覧ください。

カリフラワーが一番おいしい季節ですね！
この寒さでグッと甘みが増してます。
茎のコリッとした食感がたまらなくおいしいです。
今の時期の旬の野菜です。

手織り カジュアルバッグ
Ａ４プリントが入るカジュアルバッグの手織り製品。
デザイン画はお客様の好みで作ります。その他、たく
さんの手織品製品を取り揃えてお待ちしております。

ボランティアさん募集
小物作りを手伝っていただける方が
いらっしゃいましたらお願いいたしま
す。週１回程度。

昨年度のご寄付、会員費で完成いたしました。
管理機（耕運機）の収納庫を作成中です。
日本郵便事業株式会社様の年賀寄付金助成で購入
いたしましたピカピカの管理機が、はざかい期に活躍
中です。収納庫ができ、ほっとしています。
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平成３０年度も正会員、賛助会員を募っています。

私たちに賛同してくださる

是非、ご参加ご助力ください。

方をお待ちしています

一人でも多くの皆様のご賛同とご協力をお待ちしています！
●正 会 員

年会費／3,000 円

●賛助会員

年会費／１口 1,000 円（3 口～）

▼お問い合わせ・お申し込みは担当：佐野まで

●寄付金も常時受け付けております。

電話：０５６２－９２－８８２２
郵便振込口座

今後ともお力添えいただけますよう
お願いいたします。

００８００－４－１０３１９５

郵便振込加入者名

むぎの花

皆様に温かいご支援をいただいております！ ありがとうございます！
☆むぎの花にご協力いただいている皆様
村井様、森様、稲川様、津嶋様、成田様、豊明たんぽぽ様、仁科様
（順不同）
★ご寄付いただいた皆様
成田様、神藤様、今井様、森田様、青木様 、匿名様（順不同）
そして、いつもパンや野菜、織物をお買い求めくださるお客様、
お野菜を畑からご提供してくださった方々、関わっていただいたすべての皆様、ほんとうにありがと
うございます。これからも温かいご理解とご協力を、よろしくお願いいたします。

活動報告
9/20

防火点検（三矢防災）

10/2

愛教大付属特別支援学校３年

１名職場

11/18

南生協まつりイベント参加

12/6

愛知県監査

体験（～６日）
10/23

むぎの花日帰り旅行（明治村）

12/29

避難訓練

10/28

豊明まつりボラフェスタ参加

毎月

事務局会議

11/7

栄中生１名職場体験（～８日）

この会報誌の紙はイオンイエローレシートにより提供されたものです。毎月１１日
にイオン大高でお買い物されましたら是非むぎの花ボックスへレシートを！

【編集後記】
庭のすみっこで、福寿草の黄色い蕾がちょ
こっと頭をだしました。間もなく春爛漫とな
りますね。
この会報誌は 1 月早々に作り始めました
が、新年の香りがするイラストは改め春らし
く修正しました。
“ゆっくり、いそいで”（ラテン語のこと
わざにあるようですが）
何事も、むぎの花の日々も、そしてこの会
報誌も“ゆっくりいそいで”歩んでいければ
最高です。

NPO 法人むぎの花
〒470-1132
愛知県豊明市間米町純堀 1821 番
TEL（FAX）
：0562-92-8822
http://mugino-hana.com/
（更新中）
info@mugino-hana.com
※会報に関するお問合わせ等も上記に
お寄せください。
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