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この通信では、ピアス（就労移行支援事業・自立訓練（生活訓練）事業・就労定着支援事業）の

トレーニングやイベントを中心に、「働く」ことに関する情報を発信していきます。

ピアス 高橋 しのぶ

皆さんもご存じのとおり、この間の新型コロナウィルス感染拡大に

より、全国で数々のイベントや活動が中止や延期となっています。棕

櫚亭でも、メンバーの皆さんや関係機関の方を招いての法人報告会や

地域向けの研修企画などが実施できないままとなっています。また各

事業所のプログラムも、大人数で行うものは２回に分けたり、オンラ

インを使用するなどの工夫をしているところです。

そのようななか、ここ数年棕櫚亭が大切にしてきた地域貢献として

の「食の提供」が、思わぬ形で再開していますので、ここで皆さんに

お伝えしたいと思います。

先ほどのイベントやプログラムと同様、子ども食堂や学習支援への

食の提供は、開催の予定もたたないまま４月、５月と時が過ぎていき

ました。しかし、５月末の緊急事態宣言解除の頃から、市役所を通じ

て市内の子ども（地域）食堂実施団体へ声がかかりました。感染が収

束しているわけではないので、以前のようにゆっくり遊んでおしゃべ

りしながら食べてもらうわけにはいきませんが、形を多少変えてでも

夕食が皆さんの手に渡れば、と棕櫚亭も協力させていただいています。

具体的には６月下旬から始まって、７月からは場所もピアスの厨房横のスペースを使って、月に２～３回夕食

弁当を取りに来ていただいています。市内の全小中学校にスケジュールと場所の入ったチラシが配布されてい

るので、当日の夕方には普段会わない小学生や高校生などで賑わうの

です！ 民生委員さんたちが受付で気さくなやりとりをしながらお弁

当の数を伝えてくれると、厨房内では用意していたお弁当とみそ汁と

急いで袋詰めして外に出します。

昼の弁当配達や夕方の高齢者配食もあるので、どうしても大量には

用意できません。いつもスタートして１時間以内にはなくなってしま

い、手に入らなかった方に次回の予約票を渡すことで、せっかく来て

いただいた方が少しでも報われるよう、民生委員さんたちがきめ細や

かに対応しています。

夕方という時間柄、今は感染のリスクもあるので、メンバーの皆さ

んや遠くから通勤している職員には関わってもらうことができません

が、今後コロナが収束してもこの形を何らかの位置づけで継続してい

けたら、と思っています

はれのちくもり
SSKP

第 127 号 別冊ピアス通信 第 47 号

2020 年７月

「おいしい時間（子ども食堂）を再開しました
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岩田さん

私の好きなメニューは、鶏の唐揚げ、豚肉の焼いた

やつ、ハンバーグ等です。

ピアノのお弁当はいつも美味しくて最近食べれない

のが寂しいです。

また配達に行った時や回収の時にごちそうさま、美

味しかったです。と良く言われます。ちょっとうれ

しくなります。

岡村さん

鶏肉系が好きで、特に鶏の磯辺唐揚げ、鶏の

竜田揚げ。他に中華の春巻き、麻婆豆腐。あ

とサバも好きで、塩焼きが好きです。

・・・非常にお腹の空くクイズでした笑

Ｎさん

たくさんありますが、今月楽しみにしてい

た鶏肉の磯辺唐揚げにします。

植木さん

いろいろありますが、キムチと豚肉？の炒め物？

が好きです。あれは、韓国風焼き肉ですかね？お

肉が好きです。

そして、これが 6 月のメニューでした。リク

エスト多め！いや、ほとんど！！

リクエスト月間でした。

人見です。皆さんお元気でしょうか！？沢山の皆さんが

ピアスの好きなメニューを選んでくださってありがとうご

ざいます。楽しく読ませていただきました。

皆さんが好きだと思って下さってるメニュー、実は仕込

み準備が多い料理だったり配膳が大変だったりもします。

青椒肉絲にチキン南蛮、春巻きに鯖の薬味おろし…ets。

でも、注文の数も多い！皆さんが美味しい！！と言ってく

れると楽しみが付いてきます。皆さんの美味しいは、その

手間や配膳の大変さがあるからこそ！それが厨房トレーニ

ングのやり甲斐にもなるのかな？と思っています。

ピアスのメニューは毎日食べても飽きない家庭の味をモ

ットーにメニュー作りをしています。肉料理に対して魚料

理が少ないように思えてしまいますが、鶏、豚、魚と順序

よく野菜もたっぷり取り入れて１ヶ月間毎日違うメニュー

を食べてもらう事を心がけています。今回の自粛生活を続

けている中、皆さんが楽しみにしているメニューや配膳苦

労したよ！という声を聞かせてもらえてとても嬉しかった

です。中略・・・まだまだ辛抱の日々ですが、皆さんが楽

しみにしているメニューを取り入れながら過ごしたいと思

います。中でもチキン南蛮や油淋鶏は皆さんとても楽しみ

にして下さるので、必ずどちらかを次のメニューに取り入

れるようにしますので、楽しみに待っていて下さいね！

栗原さん

「白身魚」

油淋鶏、と書きたいところですが、最近夕

飯で、魚をあまり食べなくなったので、魚

料理の日が増えるといいな、と人見さんに

伝えてください♪

特集 好きなお弁当メニューを教えてください！

幸福さん

最近出ませんが、青椒肉絲がすきです。

渡部さん

いつか食べたい油淋鶏

です。

山下さん

チキン南蛮です。

5/1 厨房主任

人見さんからの返信です

ピアスでは緊急事態宣言中様々な活動自粛を行いました。なかでも、厨房での弁当宅配業務は２か月間ほど休止し

ていました。6 月から再開をしていますが、厨房というピアスの活動の屋台骨が動いていると活気が違います。

先の在宅支援期間中、4/30 に配信した《ピアスだより》では、そのお弁当を思い「ピアスの好きなお弁当メニュ

ー」を募集して、たくさんの回答をいただきました。みなさん、「私も同じの好き！」がありますか？
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定着支援事業

について

こんな感じでピアスだよりをやりとりしています。

そして、ぜひぜひ皆さんからのリクエストも聞きたい

ので、ピアス宛にメールくださいね。

6/27（土）、7/4（土）には、ZOOM でオンライン

OB 会のお試しを行いました。実際に会うことは難し

くても、オンライン上でも顔を見るとやはりうれしい

ですね。操作も慣れれば簡単！？自分の画面の背景は

変えられて、部屋にいながらさながらハワイ、なんて

人も！楽しいですよ！スマホでも大丈夫です。操作に

不安な方はご連絡ください。

3 回目も予定しています。また連絡しますね！

6/25 ピアスだより 発信

ピアスOBのみなさん、お仕事おつかれさまです。

暑かったり涼しかったりですが、

最近どんな風に過ごされていますか？

コロナに加えて梅雨にも入り、

リラックスしたりストレス解消したりが難しいと

感じている方もいらっしゃいます。

もしよかったら、お返事がてら

みなさんの最近の気分転換について教えてもらえませんか？

ピアスの長野・伊藤より

このコロナ禍の影響で、ピアスの定着支援事業では、三蜜をさけるために、OB会を行うこと

が難しく、新しい形を模索しています。その形の一つ、《ピアスだよりOB版》を6月から不

定期でお届けしています。そのやりとりを少しご紹介です。

6/26 受信

ピアス OB 会担当の方へ

お疲れ様です、ピアス OB の M です。

ピアス OB 向けの、ピアスだよりをありがとうございます！

私の最近の気分転換の方法ですが、

正直言って、2 ヶ月ほど勤め先が休みだったので、精神的にだら

けていました。

なので、リラックス方法は、長期休みを取る！（笑）、です。

でなかったら、やっぱり私の場合は、好きな音楽聞くことです。

その時の気分の j-pop を聞いています。

では、オンラインのピアス OB 会、楽しみにしています！

6/25 受信

お疲れ様です。H です。

最近、今更「鬼滅の刃」のアニメを見始めまし

た。

他にもまだ数巻しか出てない漫画を発掘したり

しています。

後は…ステップ 3 になった次の日にカラオケに

行きました。今のところ無事です。

オンライン OB 会、楽しみにしております。

よろしくお願いします。

6/25 受信

お疲れ様です。〇〇です。

・・・中略・・・

最近の気分転換は、朝にコーヒーを飲むこと

です。

外出する機会が少なくなった分、ひいた豆を

買ってきて自分でいれるようになりました。

土曜日楽しみにしています。

7/3 ピアスだより 発信

今週も一週間おつかれさまでした。雨ですね。

先週の土曜日に、予定通りズームでオンラインOB会のお試し

ができました。

参加してくれた8名のみなさま、ありがとうございました。

久しぶりにみなさんのお顔が見られてこちらもうれしい限り。

近況を共有して、無事を確認しあえた時間になりました。

・・・中略・・・

都では感染者がまた増えてきたのが気になるところですが、今

わたしたちにできる、こまめな消毒や三密を避けることをお互

い励ましあいながらやっていきましょうね。

お休み、のんびりお過ごしください。
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◆ピアスからのお知らせ◆

～ 定着支援事業をご利用のみなさまへ ～

新型コロナウィルス感染症防止のため、現在ピアスで行われている様々な変更は『新しい日常』として「普段」

になりつつあります。朝はミーティングを簡素化し、昼の食事は少人数に部屋を分けながら、夕方はトレーニン

グが終わったら電車が混む前に帰宅する・・・。トレーニングの後に、みんなが集まってお茶をしていた頃がす

でに懐かしくあります。

定着支援事業ご利用のみなさまには、面接の予定や会社訪問、プログラム開催等の変更にご協力くださり、本当

にありがとうございます。来所ではなく、電話やオンラインなど新しい方法で面接をすることもあります。た

だ、周囲の感染状況の推移をみながら、もうしばらくは安全な方法を選択していきたいと思います。

前号のお知らせから引き続き、今後のOB会は新しい形を模索中です。まずは6月 7月に行ったオンライン OB

会（ZOOM）の 3 回目を予定しています。やったことがない方も、これを機にオンラインデビューしてみませ

んか？ぜひみなさんと顔を合わせたいです。

●今後の予定●

8 月 15 日（土） オンライン OB 会（ZOOM） 10 時３０分から

→ 別途詳細をメールでお知らせします。お待ちください。

8 月 22 日（土） フォローアップ CES １０時から

～ その他のお知らせ ～

多摩棕櫚亭協会では、新型コロナウィルス感染症防止として、法人建物入り口にアルコールスプレーの消毒液を

置いています。手洗いも含め、入館時の手指消毒のご協力をお願いしています。また、来館者の記録のため、入

館の際は、お手数ですが来館者名簿への記入をお願いしています。今後も建物内の人数が密になることを避ける

ため、面談の変更や訪問の延期をお願いすることがあります。今後も安全にみなさまにご利用いただくため、重

ねてご協力をお願いします。

【編集】国立市富士見台 1-17-4
社会福祉法人 多摩棕櫚亭協会
就労移行支援事業所ピアス内
はれのちくもり編集委員会

Tel 042-575-5911
【発行】特定非営利活動法人

障害者団体定期刊行物協会
〒157-0072 世田谷区祖師谷 3-1-17-102
Tel 03-6277-9611

【定価】100円

ホームページで最新情報をお届けしています。

➛www.shuro.jp
または『棕櫚亭』で検索！

◯編集後記◯

今年ほどあっという間に月日が経つのを痛感する年はありません。2020 年も折り返しを過ぎていました。なのに、振

り返ると何を行えたのか、実りの少なさに気落ちしてしまいます。時間だけが過ぎた気もしているのですが、それでも

振り返れば、最近のパソコンやらネットで出来ることに驚いていたな、と。そう、これは私にとって新たな実りでし

た。使いこなすとまではいきませんが、少しずつ慣れていきたいです。

今は耐えるときなのでしょう。梅雨が明け、本格的な夏到来。皆様、ご自愛のほどお祈り申し上げます。（長野）


