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‥‥‥‥‥‥‥‥障害者がその年代年代で必要なサービス障害者がその年代年代で必要なサービス障害者がその年代年代で必要なサービス障害者がその年代年代で必要なサービス    

受けられる施設を目指して受けられる施設を目指して受けられる施設を目指して受けられる施設を目指して‥‥‥‥‥‥‥‥    

理事長理事長理事長理事長    松田松田松田松田    勝義勝義勝義勝義    

     

２０１４年、明けまし    

ておめでとうございます。

旧年中は多大なご支援と

ご協力を賜り心からお礼

申し上げます。本年も旧

年に倍するご支援とご指導賜りますよう心からお願

い申し上げます。 

 さて、皆さんは、２０１４年をどのような想いで迎

えられたのでしょうか、新年に賭ける夢や希望に胸膨

らませて迎えた人も、漠然と［今年は良い年］になる

ことを願い新年を迎えた人、その他にも、様々な想い

と気持ちで新年を迎えられたと思います。 

 いずれにせよ、１年の計は元旦にありと言われてき

ましたように、元旦に誓った１年の計を大事にした生

き方を尊重して下さい。 

 話は変わりますが、私は、過去に結婚式の挨拶を頼

まれたことがあります。その時の挨拶の内容は、「人

間らしく生きる」をテーマに、人間と他の動物の違い

について色々と話した後、特に大切なことは、人間は

夢を持って生きることができるが、他の動物には夢を

持つということができないという決定的な違いがあ

ることです。 

 すなわち、夢を持って生きていることが人間らしい

生き方になる、その夢の実現に向かって努力し頑張っ

ている姿が、一番、人間らしく生きている姿だと思い

ます。というような内容の挨拶でした。 

 今なぜ、このような話をしたかと言いますと、人は

誰でも「人間らしく生きたい」と思っているはずです。

それなのにそうはいかない出来事が起こり挫折を経

験する事になります。ここで経験した挫折から何を学

び、何を教訓にするかによって、次の進むべき方向が

見えてきます。夢の実現に向かって努力したが、失敗

を繰り返す、もうどうしていいか分からない出口のな

いトンネルに入ったようだとしても、もう一度冷静に

失敗から学び、教訓を導くことが、夢をあきらめない

生き方になると思うからであります。 

 心身に障害ある人に、その年代年代で必要とするサ

ービスを提供できる施設づくりに本年も微力ながら

努力してまいります。 

        

・・モクモク・・モクモク・・モクモク・・モクモク手手手手づづづづくりファーム・・くりファーム・・くりファーム・・くりファーム・・    

    

    

 

11 月 14 日、伊賀の里にあるモクモク手作りフ

ァームに、日帰り旅行に行ってきました。手作り

ウインナーの体験教室、足湯、牧場見学、ミニブ

タ芸、ジャージーミルクやソフトクリームの購入、 

ハム、ウインナー等が並ぶバイキングの食事、買

物と楽しい時間を過ごしました。準備をしてくれ

た幹事さん有難うございました！来年はどこに

行くのかな？どこに行きたいのかな？ 

こ
れ
か
ら
楽
し
い
バ
イ
キ
ン
グ
！ 
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障害者にできるだけ仕事を提供することを求

めた優先調達法が成立し、奈良県庁はそのモデル

事業として 9 月より県庁の施設外就労を始めま

した。 

ふきのとうは、その第 1 号として 9 月～10

月の 2 カ月の限定ですが、県庁で色々な仕事を

しました。メンバーさんは、新しい仕事に一生懸

命取り組み、県から相応の評価をいただきました。 

 この働きで得た賃金は、全額メンバーさんに工

賃として支払われています。メンバーさんは、労

働で得た工賃のありがたさを実感しました。 

 今後このような施設外就労が増えればよいと

思います。 

 

    

－特化型生活介護事業所－－特化型生活介護事業所－－特化型生活介護事業所－－特化型生活介護事業所－    

    

社会福祉法人ふきのとうは、グループホームの

開所から 16 年がたち、一部のメンバーさんの高

齢化、重度化が進み、現在のケアホーム、生活介

護事業所では対応できなく、緊急な対策を迫られ

ています。 

 今般、まず高齢障害者、重度障害者に特化した

生活介護事業所を建設することを決断し、ＪＲ柳

本駅近くに土地を購入しました。 

 機械浴を備えた入浴サービス、充実した静養室

の設置、障害者及び介護に通じたスタッフの確保、 

高齢障害者、重度障害者に合った活動内容、トロ

ミや刻み食を提供できる施設を目指します。 

 26 年度早々の開設に向け、現在努力中ですが、

詳細が固まり次第ご連絡します。 

 

 

 

    

    

ウィンナー作り体験。上手にできるかな？ 

悪戦苦闘してるグループもありました。 

ダンス練習の合間 

 

芋ほり おいしそう！ 

ケーキにも使えるかな？ 
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新しい生活介護事業所建設予定地 

10 月 15 日 

いざなぎ神社秋祭り 



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

天理本通り、天理駅前の天理本通り、天理駅前の天理本通り、天理駅前の天理本通り、天理駅前の 2222 カ所で行われた天理カ所で行われた天理カ所で行われた天理カ所で行われた天理

市障害者施設による販売会市障害者施設による販売会市障害者施設による販売会市障害者施設による販売会    。ふきのとうは歌。ふきのとうは歌。ふきのとうは歌。ふきのとうは歌

とダンスのパフォーマンスを披露し、大きな拍とダンスのパフォーマンスを披露し、大きな拍とダンスのパフォーマンスを披露し、大きな拍とダンスのパフォーマンスを披露し、大きな拍

手をもらいました。手をもらいました。手をもらいました。手をもらいました。    

フィナーレで二階堂養護の久保田先生と一緒にフィナーレで二階堂養護の久保田先生と一緒にフィナーレで二階堂養護の久保田先生と一緒にフィナーレで二階堂養護の久保田先生と一緒に

［カントリーロード］［一緒］を歌いました。［カントリーロード］［一緒］を歌いました。［カントリーロード］［一緒］を歌いました。［カントリーロード］［一緒］を歌いました。    

    

メンバーさん、スタッフの夢（抱負）を聞きメンバーさん、スタッフの夢（抱負）を聞きメンバーさん、スタッフの夢（抱負）を聞きメンバーさん、スタッフの夢（抱負）を聞き

ました。大きいな夢・身近な夢と色々な夢がました。大きいな夢・身近な夢と色々な夢がました。大きいな夢・身近な夢と色々な夢がました。大きいな夢・身近な夢と色々な夢が

あります。あります。あります。あります。みなさんの夢がかなったらいいでみなさんの夢がかなったらいいでみなさんの夢がかなったらいいでみなさんの夢がかなったらいいで

すね！すね！すね！すね！    

家を建てたいと思う。家を建てたいと思う。家を建てたいと思う。家を建てたいと思う。                    ・・・ＹＨ・・・ＹＨ・・・ＹＨ・・・ＹＨ    

＊＊＊＊    芦田芦田芦田芦田    愛菜ちゃんに会いたいです。・・愛菜ちゃんに会いたいです。・・愛菜ちゃんに会いたいです。・・愛菜ちゃんに会いたいです。・・ＹＮＹＮＹＮＹＮ    

＊＊＊＊    皆が健康で一年を過ごせますように・・ＳＮ皆が健康で一年を過ごせますように・・ＳＮ皆が健康で一年を過ごせますように・・ＳＮ皆が健康で一年を過ごせますように・・ＳＮ    

＊＊＊＊    タオルのけんぴんを、早くみれるように頑張タオルのけんぴんを、早くみれるように頑張タオルのけんぴんを、早くみれるように頑張タオルのけんぴんを、早くみれるように頑張

りたい。りたい。りたい。りたい。                                            ・・・ＹＴ・・・ＹＴ・・・ＹＴ・・・ＹＴ    

＊＊＊＊    私の夢は、元通り家族私の夢は、元通り家族私の夢は、元通り家族私の夢は、元通り家族 4444 人で仲良く暮らすこ人で仲良く暮らすこ人で仲良く暮らすこ人で仲良く暮らすこ

とです。とです。とです。とです。                                            ・・・ＳＭ・・・ＳＭ・・・ＳＭ・・・ＳＭ    

＊＊＊＊    何か１つでも長続きする趣味をみつけ何か１つでも長続きする趣味をみつけ何か１つでも長続きする趣味をみつけ何か１つでも長続きする趣味をみつける。る。る。る。    

・・・ＭＩ・・・ＭＩ・・・ＭＩ・・・ＭＩ    

＊＊＊＊    日々ありがとうの日々ありがとうの日々ありがとうの日々ありがとうの感謝の気持と利他の心を感謝の気持と利他の心を感謝の気持と利他の心を感謝の気持と利他の心を

大切にしてどんな時も笑顔で過ごして生き大切にしてどんな時も笑顔で過ごして生き大切にしてどんな時も笑顔で過ごして生き大切にしてどんな時も笑顔で過ごして生き

たい。たい。たい。たい。                                                ・・・ＫＮ・・・ＫＮ・・・ＫＮ・・・ＫＮ    

＊＊＊＊    先生の仕事がしたい。先生の仕事がしたい。先生の仕事がしたい。先生の仕事がしたい。                    ・・・ＹＴ・・・ＹＴ・・・ＹＴ・・・ＹＴ    

＊＊＊＊    旅行（東京）に行きたい。旅行（東京）に行きたい。旅行（東京）に行きたい。旅行（東京）に行きたい。            ・・・ＫＦ・・・ＫＦ・・・ＫＦ・・・ＫＦ    

＊＊＊＊    そうさくで色んなものを作りたい。そうさくで色んなものを作りたい。そうさくで色んなものを作りたい。そうさくで色んなものを作りたい。そして内そして内そして内そして内

職のお弁当箱のふた閉めがはやくなりた職のお弁当箱のふた閉めがはやくなりた職のお弁当箱のふた閉めがはやくなりた職のお弁当箱のふた閉めがはやくなりた

い。い。い。い。                                                    ・・・ＭＵ・・・ＭＵ・・・ＭＵ・・・ＭＵ    

＊＊＊＊    二階堂の販売に行けるよう接客をがんば二階堂の販売に行けるよう接客をがんば二階堂の販売に行けるよう接客をがんば二階堂の販売に行けるよう接客をがんば

る。る。る。る。                                                    ・・・ＳＦ・・・ＳＦ・・・ＳＦ・・・ＳＦ    

＊＊＊＊    楽しく、成長できる楽しく、成長できる楽しく、成長できる楽しく、成長できる 1111 年にしたい。・・ＲＫ年にしたい。・・ＲＫ年にしたい。・・ＲＫ年にしたい。・・ＲＫ    

＊＊＊＊    家族全員、家族全員、家族全員、家族全員、そしてみんながそしてみんながそしてみんながそしてみんなが健康で幸せ健康で幸せ健康で幸せ健康で幸せだといだといだといだとい

みかん狩り  11 月 22 日 

今年は柿狩りと二手に‥ 

柿狩り 
御土産もたくさんもらいました 
 干し柿を作れるネ！ 

 

11月24日 ピースフェスティバル 

販売もダンスも絶好調でした 

11 月 25 日 わくわくショップ 
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いないないないな                                                    ・・・ＡＫ・・・ＡＫ・・・ＡＫ・・・ＡＫ    

＊＊＊＊    今できることを、一つずつ精一杯まごころを今できることを、一つずつ精一杯まごころを今できることを、一つずつ精一杯まごころを今できることを、一つずつ精一杯まごころを

持って仕事に立ち向かう。持って仕事に立ち向かう。持って仕事に立ち向かう。持って仕事に立ち向かう。            ・・・ＹＯ・・・ＹＯ・・・ＹＯ・・・ＹＯ    

＊＊＊＊    尽くしを求めず、尽くされて忘れず！日々笑尽くしを求めず、尽くされて忘れず！日々笑尽くしを求めず、尽くされて忘れず！日々笑尽くしを求めず、尽くされて忘れず！日々笑

顔で明るく「元気印」をいつまでも保ちたい。顔で明るく「元気印」をいつまでも保ちたい。顔で明るく「元気印」をいつまでも保ちたい。顔で明るく「元気印」をいつまでも保ちたい。    

                                                            ・・・ＭＮ・・・ＭＮ・・・ＭＮ・・・ＭＮ    

＊＊＊＊    時々おなかが痛くなることが、なくなります時々おなかが痛くなることが、なくなります時々おなかが痛くなることが、なくなります時々おなかが痛くなることが、なくなります

ように！ように！ように！ように！                                            ・・・ＫＴ・・・ＫＴ・・・ＫＴ・・・ＫＴ    

夢も年齢と夢も年齢と夢も年齢と夢も年齢と共共共共にににに変化する。人生も半分以上過変化する。人生も半分以上過変化する。人生も半分以上過変化する。人生も半分以上過

ぎ、分かったことも多い。夢も幸せも、自分ぎ、分かったことも多い。夢も幸せも、自分ぎ、分かったことも多い。夢も幸せも、自分ぎ、分かったことも多い。夢も幸せも、自分

で努力しないと掴むことが出来なで努力しないと掴むことが出来なで努力しないと掴むことが出来なで努力しないと掴むことが出来ない。‥い。‥い。‥い。‥ＫＴＫＴＫＴＫＴ    

＊＊＊＊    ダイエットをがんばり、友達をたくさん作りダイエットをがんばり、友達をたくさん作りダイエットをがんばり、友達をたくさん作りダイエットをがんばり、友達をたくさん作り

たい！たい！たい！たい！                                                ・・・ＥＭ・・・ＥＭ・・・ＥＭ・・・ＥＭ    

＊＊＊＊    ふきのとうへ元気に行けることに感謝。一日ふきのとうへ元気に行けることに感謝。一日ふきのとうへ元気に行けることに感謝。一日ふきのとうへ元気に行けることに感謝。一日

働けたことに感謝。メンバーさん、生活支援働けたことに感謝。メンバーさん、生活支援働けたことに感謝。メンバーさん、生活支援働けたことに感謝。メンバーさん、生活支援

者に感謝者に感謝者に感謝者に感謝                                            ・・・Ｋ・・・Ｋ・・・Ｋ・・・ＫＨＨＨＨ    

＊＊＊＊    嵐に会いたいです。嵐に会いたいです。嵐に会いたいです。嵐に会いたいです。                        ・・・ＡＨ・・・ＡＨ・・・ＡＨ・・・ＡＨ    

＊＊＊＊    月に行って、宇宙から地球を見たい。・ＳＮ月に行って、宇宙から地球を見たい。・ＳＮ月に行って、宇宙から地球を見たい。・ＳＮ月に行って、宇宙から地球を見たい。・ＳＮ    

＊＊＊＊    何をするにも「今でしょ」の精神で、明日に何をするにも「今でしょ」の精神で、明日に何をするにも「今でしょ」の精神で、明日に何をするにも「今でしょ」の精神で、明日に

持ち越さず今やれることは力一杯やる。仕事持ち越さず今やれることは力一杯やる。仕事持ち越さず今やれることは力一杯やる。仕事持ち越さず今やれることは力一杯やる。仕事

も、家庭も、プライベートもも、家庭も、プライベートもも、家庭も、プライベートもも、家庭も、プライベートも        ・・・ＣＪ・・・ＣＪ・・・ＣＪ・・・ＣＪ    

＊＊＊＊    孫 と 子 供 と 楽 器 演 奏 が で き た ら い い孫 と 子 供 と 楽 器 演 奏 が で き た ら い い孫 と 子 供 と 楽 器 演 奏 が で き た ら い い孫 と 子 供 と 楽 器 演 奏 が で き た ら い い

な！な！な！な！                                                    ・・・ＹＵ・・・ＹＵ・・・ＹＵ・・・ＹＵ    

＊＊＊＊    私、年やろ。だんだん体弱くなるから、健康私、年やろ。だんだん体弱くなるから、健康私、年やろ。だんだん体弱くなるから、健康私、年やろ。だんだん体弱くなるから、健康

になりたいネン。になりたいネン。になりたいネン。になりたいネン。                            ・・・ＹＨ・・・ＹＨ・・・ＹＨ・・・ＹＨ    

＊＊＊＊    おかねをためて、あらしのコンサートにいきおかねをためて、あらしのコンサートにいきおかねをためて、あらしのコンサートにいきおかねをためて、あらしのコンサートにいき

たいです。たいです。たいです。たいです。                                        ・・・ＪＳ・・・ＪＳ・・・ＪＳ・・・ＪＳ    

＊＊＊＊    健康に過ごせますよう健康に過ごせますよう健康に過ごせますよう健康に過ごせますように。に。に。に。            ・・・ＴＳ・・・ＴＳ・・・ＴＳ・・・ＴＳ    

＊＊＊＊    自分でごはんをたいたり、おかずを自分でごはんをたいたり、おかずを自分でごはんをたいたり、おかずを自分でごはんをたいたり、おかずを作ったり作ったり作ったり作ったり

したいです。したいです。したいです。したいです。                                    ・・・ＡＭ・・・ＡＭ・・・ＡＭ・・・ＡＭ    

＊＊＊＊    「もともと地上に道はない。歩く人が多くな「もともと地上に道はない。歩く人が多くな「もともと地上に道はない。歩く人が多くな「もともと地上に道はない。歩く人が多くな

れば、それが道になるのだ」魯迅の言葉よりれば、それが道になるのだ」魯迅の言葉よりれば、それが道になるのだ」魯迅の言葉よりれば、それが道になるのだ」魯迅の言葉より    

                                                            ・・・ＹＭ・・・ＹＭ・・・ＹＭ・・・ＹＭ    

＊＊＊＊    元気になりたい。元気になりたい。元気になりたい。元気になりたい。                            ・・・ＭＭ・・・ＭＭ・・・ＭＭ・・・ＭＭ    

＊＊＊＊    仕事をしないで毎日ゆっくり仕事をしないで毎日ゆっくり仕事をしないで毎日ゆっくり仕事をしないで毎日ゆっくり孫と孫と孫と孫とあそびたあそびたあそびたあそびた

い。い。い。い。                                                    ・・・ＴＯ・・・ＴＯ・・・ＴＯ・・・ＴＯ    

＊＊＊＊    今の私のままで、ずっとがんばっていけたら今の私のままで、ずっとがんばっていけたら今の私のままで、ずっとがんばっていけたら今の私のままで、ずっとがんばっていけたら

いいなあと思っています。目ひょうです！いいなあと思っています。目ひょうです！いいなあと思っています。目ひょうです！いいなあと思っています。目ひょうです！    

                                                            ・・・ＹＨ・・・ＹＨ・・・ＹＨ・・・ＹＨ    

＊＊＊＊    支援員として支援員として支援員として支援員として 3333 月で月で月で月で 1111 年、メンバーさんの年、メンバーさんの年、メンバーさんの年、メンバーさんの

声が聞こえるから聴ける人になりたい。声が聞こえるから聴ける人になりたい。声が聞こえるから聴ける人になりたい。声が聞こえるから聴ける人になりたい。ＮＨＮＨＮＨＮＨ    

＊＊＊＊    給料アップにつながるような仕事を目指し給料アップにつながるような仕事を目指し給料アップにつながるような仕事を目指し給料アップにつながるような仕事を目指し

たい。たい。たい。たい。                                                ・・・ＫＴ・・・ＫＴ・・・ＫＴ・・・ＫＴ    

＊＊＊＊    「結婚」「結婚」「結婚」「結婚」                                            ・・・ＹＮ・・・ＹＮ・・・ＹＮ・・・ＹＮ    

＊＊＊＊    シールがたくさんほしいです。シールがたくさんほしいです。シールがたくさんほしいです。シールがたくさんほしいです。    ・・・ＮＭ・・・ＮＭ・・・ＮＭ・・・ＮＭ    

＊＊＊＊    犬のセラピーをしてあげたいです。私の愛犬犬のセラピーをしてあげたいです。私の愛犬犬のセラピーをしてあげたいです。私の愛犬犬のセラピーをしてあげたいです。私の愛犬

は、私になにかいいたいとは、私になにかいいたいとは、私になにかいいたいとは、私になにかいいたいとき、き、き、き、目をみていろ目をみていろ目をみていろ目をみていろ

いろいろいろいろなひょうじょうなひょうじょうなひょうじょうなひょうじょうををををします。犬をたすけてします。犬をたすけてします。犬をたすけてします。犬をたすけて

あげたいです。あげたいです。あげたいです。あげたいです。                                ・・・ＫＳ・・・ＫＳ・・・ＫＳ・・・ＫＳ    

＊＊＊＊    畑をがんばりたい。畑をがんばりたい。畑をがんばりたい。畑をがんばりたい。                        ・・・・・・・・・・・・ＹＯＹＯＹＯＹＯ    

＊＊＊＊    南国に住みたい南国に住みたい南国に住みたい南国に住みたい。。。。                            ・・・ＹＳ・・・ＹＳ・・・ＹＳ・・・ＹＳ    

＊＊＊＊    今年は資格をとりたい今年は資格をとりたい今年は資格をとりたい今年は資格をとりたい。。。。                ・・・ＣＴ・・・ＣＴ・・・ＣＴ・・・ＣＴ    

＊＊＊＊    元気で楽しい毎日を過ごしたい。・・・ＫＳ元気で楽しい毎日を過ごしたい。・・・ＫＳ元気で楽しい毎日を過ごしたい。・・・ＫＳ元気で楽しい毎日を過ごしたい。・・・ＫＳ    

＊＊＊＊    笑顔ですごしたい笑顔ですごしたい笑顔ですごしたい笑顔ですごしたい。。。。友達となかよくすごした友達となかよくすごした友達となかよくすごした友達となかよくすごした

い。い。い。い。                                                    ・・・ＫＩ・・・ＫＩ・・・ＫＩ・・・ＫＩ    

＊＊＊＊    笑顔絶やさず、明るく笑顔絶やさず、明るく笑顔絶やさず、明るく笑顔絶やさず、明るく(^o^)(^o^)(^o^)(^o^)    楽しく（楽しく（楽しく（楽しく（^^^^^^^^♪♪♪♪））））    

                                                            ・・・ＫＩ・・・ＫＩ・・・ＫＩ・・・ＫＩ        

＊＊＊＊    若い時からとぎれとぎれに編物をしてきた若い時からとぎれとぎれに編物をしてきた若い時からとぎれとぎれに編物をしてきた若い時からとぎれとぎれに編物をしてきた

けど教えてもらけど教えてもらけど教えてもらけど教えてもらわないと編めないので、本をわないと編めないので、本をわないと編めないので、本をわないと編めないので、本を

見て一人で編めるようになりたい。・・見て一人で編めるようになりたい。・・見て一人で編めるようになりたい。・・見て一人で編めるようになりたい。・・ＳＩＳＩＳＩＳＩ    

＊＊＊＊    厳しい状況の昨今、常に周りの人達と共に明厳しい状況の昨今、常に周りの人達と共に明厳しい状況の昨今、常に周りの人達と共に明厳しい状況の昨今、常に周りの人達と共に明

るく上を目指し心身るく上を目指し心身るく上を目指し心身るく上を目指し心身の鍛練に努めたい。の鍛練に努めたい。の鍛練に努めたい。の鍛練に努めたい。    

                                                            ・・・Ｒ・・・Ｒ・・・Ｒ・・・ＲＭＭＭＭ        

＊＊＊＊    パパとママとぼくのパパとママとぼくのパパとママとぼくのパパとママとぼくの 3333 人で、船に乗って人で、船に乗って人で、船に乗って人で、船に乗って旅行旅行旅行旅行

に行きたいに行きたいに行きたいに行きたい。。。。                                    ・・・ＨＮ・・・ＨＮ・・・ＨＮ・・・ＨＮ        

故郷故郷故郷故郷    

＊＊＊＊    人にやさしく、自分に厳しく！人にやさしく、自分に厳しく！人にやさしく、自分に厳しく！人にやさしく、自分に厳しく！    ・・・ＹＵ・・・ＹＵ・・・ＹＵ・・・ＹＵ        

＊＊＊＊    何かでＴＯＰを取れるようになる。何かでＴＯＰを取れるようになる。何かでＴＯＰを取れるようになる。何かでＴＯＰを取れるようになる。・・ＳＴ・・ＳＴ・・ＳＴ・・ＳＴ    

＊＊＊＊    早起きしたいです。早起きしたいです。早起きしたいです。早起きしたいです。                        ・・・ＳＩ・・・ＳＩ・・・ＳＩ・・・ＳＩ    

＊＊＊＊    健康が少し心配ですが「ふきのとう」でもう健康が少し心配ですが「ふきのとう」でもう健康が少し心配ですが「ふきのとう」でもう健康が少し心配ですが「ふきのとう」でもう

少し働きたいと願う他に、元気で各地へ旅行少し働きたいと願う他に、元気で各地へ旅行少し働きたいと願う他に、元気で各地へ旅行少し働きたいと願う他に、元気で各地へ旅行

もしたいと願っています。もしたいと願っています。もしたいと願っています。もしたいと願っています。            ・・・ＲＯ・・・ＲＯ・・・ＲＯ・・・ＲＯ    

＊＊＊＊    家の庭で花を育て、時間がある時は、四季家の庭で花を育て、時間がある時は、四季家の庭で花を育て、時間がある時は、四季家の庭で花を育て、時間がある時は、四季

折々の木や花を見に、野山へ歩きに行く。折々の木や花を見に、野山へ歩きに行く。折々の木や花を見に、野山へ歩きに行く。折々の木や花を見に、野山へ歩きに行く。    

こんな生活が続けられたら幸せです。こんな生活が続けられたら幸せです。こんな生活が続けられたら幸せです。こんな生活が続けられたら幸せです。    

・・・ＨＨ・・・ＨＨ・・・ＨＨ・・・ＨＨ    

＊＊＊＊    ななつ星にのって旅行したいななつ星にのって旅行したいななつ星にのって旅行したいななつ星にのって旅行したい。。。。    ・・・ＭＩ・・・ＭＩ・・・ＭＩ・・・ＭＩ    

＊＊＊＊    出来る、出来る、必ずで出来る、出来る、必ずで出来る、出来る、必ずで出来る、出来る、必ずできる。やる気を出せきる。やる気を出せきる。やる気を出せきる。やる気を出せ

ば必ずできる。ば必ずできる。ば必ずできる。ば必ずできる。人間の究極の力は、目的に対人間の究極の力は、目的に対人間の究極の力は、目的に対人間の究極の力は、目的に対

する情熱だする情熱だする情熱だする情熱だ。。。。                                    ・・・ＭＹ・・・ＭＹ・・・ＭＹ・・・ＭＹ    

＊＊＊＊    メンバーさんの「おいしかったよ」の言葉をメンバーさんの「おいしかったよ」の言葉をメンバーさんの「おいしかったよ」の言葉をメンバーさんの「おいしかったよ」の言葉を

たくさん聞けるようにがんばりたくさん聞けるようにがんばりたくさん聞けるようにがんばりたくさん聞けるようにがんばります。・ＹＭます。・ＹＭます。・ＹＭます。・ＹＭ    

＊＊＊＊    人が人が人が人が真に人として等しく敬われる真に人として等しく敬われる真に人として等しく敬われる真に人として等しく敬われる    

        そんな日本をそんな日本をそんな日本をそんな日本を!!!!！！！！!!!!                            ・・・・・・・・・・・・ＭＭＭＭＭＭＭＭ    
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