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～ 次号は 2013 年 7月に発行予定です。お楽しみに！！ ～ 

季節にちなんだ歌の歌詞を紹介します。 

春に咲くささやかな白い花を唄った、今のま

まの自分でいいんだと思わせてくれる温かい

歌詞です。 

この花もやがて枯れ果てて 

いつか冷たい地面に落ちるだろう 

エブリシングス ゴナ ビー オーケイ 

僕たちは咲き誇るためだけに 

生まれてきたわけじゃない 

龍之介「ヒトリシズカ」（‘02）より 
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  新しい季節を迎え歩き出そう 春号 
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－ 8 － 

≪主な予定≫ 
4月～5月 定期面談 
4月～7月 実習生受け入れ 
5月23日   理事会・評議員会 
6月21日  初夏のレクリエーション 
※毎月 25 日は工賃日です。印鑑をお忘
れなく！ 

《編集後記》 

日々寒暖の差の激しさに、季節の移り変わりを感じる今日この頃です。今年は

桜の開花が例年になく早く、オフィスクローバーでもお花見は 4月を待たずに行い

ました。3月の役員会を経て年間予定が決まり、平成 25年度に向けスタッフ、メン

バー共に新たな気持ちで頑張りたいです。私は入所して早くも 13年。これからも元

気で皆と一緒に頑張りたい気持ちで一杯です。                                                          

                                            （テンコ・Ｍ） 

『ことば』 

                       淑行 

ことばがほしい 

こころの奥深くから湧き出てくるような 

そんなことばがほしい 

どんなにもがき苦しんでも 

求められないような そんなことばが 

そのために自らを犠牲にしてもかまわない 

そんなことばがほしい 

心の奥から湧き出すような 

そんな 

愛を――――― 

 

 

『Yucco の季節の詞
うた

』 

 



2月 8日『第 24回あなたと TALKING』が「ちょっとでも楽しい未来を～あなたのラ

イフプランを作ってみよう～」と題して開催されました。誰しもが持つ将来への不安

について、今からできる準備は何かを学びました。第１部でファイナンシャルプラン

ナーの指導の下、自分のライフプランを作り、第２部では、事例を通し、将来への備

えについて学びました。７０名以上の方が参加され積極的に発言されていました。 

                                 （松田） 
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－ ７ － － ２ － 

一般就労にまだ自信を持てな
い精神障害者を対象に、働く
場を提供し、能力向上などの

必要な訓練を行うところです。 

1995年 8月 10日第三種郵便物認可（毎週１回水曜発行） 
2013年 4月 24日発行 ＳＳＫＳ  増刊通巻 第 5821 号 

みさ緒 

私が病気を発症したのは、何才位の頃なのかはっきりしない。病院に行っ

たきっかけは、就職してから非常に気分が不安定になったことだった。初めて

カウンセリングを受けた時には、涙がぼろぼろこぼれた。今振り返れば、10代

の頃からひきこもりもあったし、毎日のように死にたいと思い続けていて、既

に病んでいたと思うが、適切なケアを受ける機会がなかったので、とても辛か

った。就職した会社を辞め通院しながらも、一般企業でクローズでアルバイト

をし、病状も安定していて習い事をするなど、それなりに充実した日々を送っ

ていた。そしてやがて結婚し幸せになるはずが、環境の変化や婚家と上手く

いかないなどが原因で、病状が悪化し離婚した。傷付いた私の救いは親の愛

だった。その後はアルバイトも続かず、病院でデイケアを勧められ、そこで初

めて心の病を抱えて生きている人々に出会い、大きな励みとなった。デイケア

には様々なプログラムがあり、病状も大分回復した。その後オフィスクローバ

ーに入所し、スタッフやメンバーの皆さんがとても親身で、安心できる居場所

になった。メンバーの方々との交流も大きな楽しみとなった。今は休まず通う

ことが目標で、いずれ緑化等所外活動にも携わりたい。 

 

3月 9日初夏の様な暖かさの中、落合第一地域センタ

ーにて、センター祭が催されました。今回販売したもの

は、新作の体操ネコ柄の葉書や、レジ袋入れなどのステ

ンシルを施した布製品、ご寄付いただいたカッパ類など

でした。赤ちゃんをだっこしたママさん、小学生の女の子

たちなど様々な年代の方々が商品を見て下さいました。

私はステンシル製品作りに関わっているので、自分が頑

張って作った作品が売れていくのはとても嬉しかったで

す。                           （Yucco） 
 

大好評でした!! 

『私が歩んできた道』 

 

とても勉強になりました。 

相談支援事業に従事するにあたり必要となる研修に 5 日間参加しました。地域の障

害者の意向に基づく支援を行う大切さ、障害者のニーズについてなどを学びました。

講義だけでなく、グループワークを 2 日間じっくり行い、ネットワークの大切さを改

めて感じました。                           （松田）   

 

 こんな作業ができます！ 

●原稿入力→印刷（簡易印刷機にて）→帳合・封入
→発送までの作業をトータルで承ります。 
●納期が緩やかな軽作業を探しています。 

ご用命は下記連絡先へ。 
℡ ０３－３３６５－４１７７又は、 

yuinokai@axel.ocn.ne.jpまでご連絡ください。 

【見積もり例】 
入力：1文字 0.5円～ 
印刷：基本料１,000円～＋ 
   A4サイズ 1枚 1円×枚数 
   A3サイズ 1枚 2円×枚数 
帳合：1点 1円～ 
封入・封緘：1点 1円～(応相談) 

 今まで何となくしか考えていなかった自分の将

来、また人生設計を考えるとても良い機会でし

た。日々のお金の使い方や、自分の行動をもう一

度見直した方が良いと気付く事ができました。私

はまだ 29 才ですが、今後はしっかりと計画を立

て、生活していきたいと思います。     （やま） 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業名 常勤職員 非常勤職員 

就 労 継 続 支 援 Ｂ型 

友利・松田・笹島 

山口・渡邉・橋本 

佐渡・小田・緒方 
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1995年 8月 10日第三種郵便物認可（毎週１回水曜発行） 
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オフィスクローバーを経営する
社会福祉法人の本部です。 

平成 19年 10月 1日より、就労継続支援Ｂ型、地域活動支援センター、相談

支援、居住サポートの 4つの事業を行ってきましたが、平成 25年 3月 31日を

もって地域活動支援センター、相談支援、居住サポートの 3つの事業を廃止し

ました。4 月 1 日より就労継続支援Ｂ型事業のみを利用定員を 35 名に変更し

て実施しています。 

住まいの相談や新宿区民の方々への福祉サービスのご案内も引き続き変わ

りなく行っています。ご心配なこと、わからないことなどございましたらいつ

でもご連絡ください。                     (松田) 

－ ３ － 

去る 3月 15日に、平成 25年度(社福)結の会第 5回理事会第 4回評議員会を開

催しました。平成 25 年 1 月から 3 月までの各事業の報告を行った後、以下の内容

について審議しました。 

1．(社福)結の会本部の 24年度補正予算及び 25 年度事業計画、収支予算 ２．

オフィスクローバー就労継続支援B型事業の 24年度補正予算及び 25年度事業計

画、収支予算 ３．地活・相談・居住事業の 24 年度補正予算 ４．定款変更、就業

規則、経理規程について  

審議後、すべての議題が議案通りに承諾されました。25年度事業計画につい

ては、P4,5ページの特集に掲載しましたのでご覧ください。          (松田)  
 

2月8日、障害者就労支援実務担当者連絡会「職場見学会」に参加し、クリナップハート

フル株式会社（特例子会社）を見学させていただきました。 

知的・身体（上下肢・聴覚）・精神障害者等計 26人が PC入力作業や封入作業、本社で

の清掃作業や社内便の仕分けを行っていました。会社説明の際、求める人物像は「自分

でチェックができ、間違いがないか確認できること」と聞き、仕事をする上で大事なことだと

改めて感じました。                                       （山口） 
 

－ ６ － 

3月 26日と 29日の 2回に分けて、近所の「せせらぎの里」
へお弁当を持ってお花見に行きました。 
毎年 4 月にお花見を企画していますが、今年は桜の開花

が早かったので、同じ年度内に 2回、花見をすることになりま
した。 

 
いつもより一週間も早い開花でしたが、天気も

ポカポカでとても気持ちが良い中、皆でお花見を

しながら、お弁当を食べて、とても有意義で楽し

い時間を過ごすことができました。ありがとうござ

いました。                   （N.H） 
 

2 年連続でお花見に行きました。神田川

の桜は満開で見ごろを迎えていました。本

当に綺麗だな、と感じました。めったに外に

出ることがないため、気分転換になり、ます

ます仕事を頑張ろうと思いました。 

         （小山晧平） 
 



運営・活動 運営 活動

・前年度決算業務　　・定款変更 ・スタッフミーティング 　 （毎月１回） ・花見
・ニュースレター発行 ・新宿区障害者団体連絡協議会定例会
・人事考課表、前期業務チャレンジシート配布 ・訓練等給付事業変更点を都と区へ提出
・地域活動支援センター・オフィスクローバー平成24年度事業報告書提出 ・定期面談及び個別支援計画書作成　・訓練等給付に係る単価変更
・相談支援事業・オフィスクローバー平成24年度事業報告書提出 ・各メンバー受給者証更新（随時）　・契約内容更新手続き
・居住サポート事業・オフィスクローバー平成24年度事業報告書提出 ・職員健康診断
・康洋興産株式会社との賃貸契約更新 ・実習生受入　（東京福祉大4/8～4/23 ）

・理事会・評議員会開催：5/23 ・実習生受入（東京医科大看護 5/8～9、15～16）
　事業報告,決算,資料提出,承認  　
・法人総資産額の変更　登記(法務局） ・平成24年度事業報告書提出
・職員面接
・社会福祉法人現況報告書等提出 ・実習生受入　（文京学院大6/10～25）

　（東京医科大看護 6/18～19 )  
・レクリエーション
・避難訓練

・新宿区障害者団体連絡協議会総会 ・新宿区障害者団体連絡協議会総会

７月 ・ニュースレター発行 ・スタッフ夏休み（交替）
・自己負担上限額の変更あり（新宿区等）
　（東京医科大看護 7/3～4 )  
・職員相互研修　　・ケースカンファレンス

・区長等への要望活動 ・区長等への要望活動
・日帰り旅行助成金を区社協へ申請

・理事会・評議員会開催：9/19 ・避難訓練
  前期活動報告

・後期業務チャレンジシート配布 ・定期面談及び個別支援計画書作成 ・日帰り旅行

・ニュースレター発行

・実習生受入　　（東京家政大 11/21～12/6）

・クリスマスミニコンサート：12/14 ・共同バザール参加
・忘年会

・12/27事務日　職員面接（1月に事務日がないため）

・ニュースレター発行 ・新宿区障害者団体連絡協議会新年会 ・新宿区障害者団体連絡協議会新年会
・理事会・評議員会開催：1/23 ・コミュニケーション講座ケースカンファレンス ・「あなたとTALKING」参加

・特定相談支援事業指定申請(新宿区）

・理事会・評議員会開催：3/20

１月

４月

５月

11月

９月

２月

社会福祉法人結の会
月

10月

・新宿区立障害者福祉センター祭準備

オフィスクローバー（就労継続支援B型）

12月12月

６月

・新宿区立障害者福祉センター祭参加

８月

社会福祉法人結の会　平成25年度年間予定

３月
第一次補正予算、次年度当初予算・事業計画承認

・落合第一地域センター祭参加
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・人事考課表、前期業務チャレンジシート配布 ・訓練等給付事業変更点を都と区へ提出
・地域活動支援センター・オフィスクローバー平成24年度事業報告書提出 ・定期面談及び個別支援計画書作成　・訓練等給付に係る単価変更
・相談支援事業・オフィスクローバー平成24年度事業報告書提出 ・各メンバー受給者証更新（随時）　・契約内容更新手続き
・居住サポート事業・オフィスクローバー平成24年度事業報告書提出 ・職員健康診断
・康洋興産株式会社との賃貸契約更新 ・実習生受入　（東京福祉大4/8～4/23 ）

・理事会・評議員会開催：5/23 ・実習生受入（東京医科大看護 5/8～9、15～16）
　事業報告,決算,資料提出,承認  　
・法人総資産額の変更　登記(法務局） ・平成24年度事業報告書提出
・職員面接
・社会福祉法人現況報告書等提出 ・実習生受入　（文京学院大6/10～25）

　（東京医科大看護 6/18～19 )  
・レクリエーション
・避難訓練

・新宿区障害者団体連絡協議会総会 ・新宿区障害者団体連絡協議会総会

７月 ・ニュースレター発行 ・スタッフ夏休み（交替）
・自己負担上限額の変更あり（新宿区等）
　（東京医科大看護 7/3～4 )  
・職員相互研修　　・ケースカンファレンス

・区長等への要望活動 ・区長等への要望活動
・日帰り旅行助成金を区社協へ申請

・理事会・評議員会開催：9/19 ・避難訓練
  前期活動報告

・後期業務チャレンジシート配布 ・定期面談及び個別支援計画書作成 ・日帰り旅行

・ニュースレター発行

・実習生受入　　（東京家政大 11/21～12/6）

・クリスマスミニコンサート：12/14 ・共同バザール参加
・忘年会

・12/27事務日　職員面接（1月に事務日がないため）

・ニュースレター発行 ・新宿区障害者団体連絡協議会新年会 ・新宿区障害者団体連絡協議会新年会
・理事会・評議員会開催：1/23 ・コミュニケーション講座ケースカンファレンス ・「あなたとTALKING」参加

・特定相談支援事業指定申請(新宿区）

・理事会・評議員会開催：3/20

１月

４月

５月

11月

９月

２月

社会福祉法人結の会
月

10月

・新宿区立障害者福祉センター祭準備

オフィスクローバー（就労継続支援B型）

12月12月

６月

・新宿区立障害者福祉センター祭参加

８月

社会福祉法人結の会　平成25年度年間予定

３月
第一次補正予算、次年度当初予算・事業計画承認

・落合第一地域センター祭参加



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業名 常勤職員 非常勤職員 

就 労 継 続 支 援 Ｂ型 

友利・松田・笹島 

山口・渡邉・橋本 

佐渡・小田・緒方 
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オフィスクローバーを経営する
社会福祉法人の本部です。 

平成 19年 10月 1日より、就労継続支援Ｂ型、地域活動支援センター、相談

支援、居住サポートの 4つの事業を行ってきましたが、平成 25年 3月 31日を

もって地域活動支援センター、相談支援、居住サポートの 3つの事業を廃止し

ました。4 月 1 日より就労継続支援Ｂ型事業のみを利用定員を 35 名に変更し

て実施しています。 

住まいの相談や新宿区民の方々への福祉サービスのご案内も引き続き変わ

りなく行っています。ご心配なこと、わからないことなどございましたらいつ

でもご連絡ください。                     (松田) 

－ ３ － 

去る 3月 15日に、平成 25年度(社福)結の会第 5回理事会第 4回評議員会を開

催しました。平成 25 年 1 月から 3 月までの各事業の報告を行った後、以下の内容

について審議しました。 

1．(社福)結の会本部の 24年度補正予算及び 25 年度事業計画、収支予算 ２．

オフィスクローバー就労継続支援B型事業の 24年度補正予算及び 25年度事業計

画、収支予算 ３．地活・相談・居住事業の 24 年度補正予算 ４．定款変更、就業

規則、経理規程について  

審議後、すべての議題が議案通りに承諾されました。25年度事業計画につい

ては、P4,5ページの特集に掲載しましたのでご覧ください。          (松田)  
 

2月8日、障害者就労支援実務担当者連絡会「職場見学会」に参加し、クリナップハート

フル株式会社（特例子会社）を見学させていただきました。 

知的・身体（上下肢・聴覚）・精神障害者等計 26人が PC入力作業や封入作業、本社で

の清掃作業や社内便の仕分けを行っていました。会社説明の際、求める人物像は「自分

でチェックができ、間違いがないか確認できること」と聞き、仕事をする上で大事なことだと

改めて感じました。                                       （山口） 
 

－ ６ － 

3月 26日と 29日の 2回に分けて、近所の「せせらぎの里」
へお弁当を持ってお花見に行きました。 
毎年 4 月にお花見を企画していますが、今年は桜の開花

が早かったので、同じ年度内に 2回、花見をすることになりま
した。 

 
いつもより一週間も早い開花でしたが、天気も

ポカポカでとても気持ちが良い中、皆でお花見を

しながら、お弁当を食べて、とても有意義で楽し

い時間を過ごすことができました。ありがとうござ

いました。                   （N.H） 
 

2 年連続でお花見に行きました。神田川

の桜は満開で見ごろを迎えていました。本

当に綺麗だな、と感じました。めったに外に

出ることがないため、気分転換になり、ます

ます仕事を頑張ろうと思いました。 

         （小山晧平） 
 



2月 8日『第 24回あなたと TALKING』が「ちょっとでも楽しい未来を～あなたのラ

イフプランを作ってみよう～」と題して開催されました。誰しもが持つ将来への不安

について、今からできる準備は何かを学びました。第１部でファイナンシャルプラン

ナーの指導の下、自分のライフプランを作り、第２部では、事例を通し、将来への備

えについて学びました。７０名以上の方が参加され積極的に発言されていました。 

                                 （松田） 
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－ ７ － － ２ － 

一般就労にまだ自信を持てな
い精神障害者を対象に、働く
場を提供し、能力向上などの

必要な訓練を行うところです。 
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みさ緒 

私が病気を発症したのは、何才位の頃なのかはっきりしない。病院に行っ

たきっかけは、就職してから非常に気分が不安定になったことだった。初めて

カウンセリングを受けた時には、涙がぼろぼろこぼれた。今振り返れば、10代

の頃からひきこもりもあったし、毎日のように死にたいと思い続けていて、既

に病んでいたと思うが、適切なケアを受ける機会がなかったので、とても辛か

った。就職した会社を辞め通院しながらも、一般企業でクローズでアルバイト

をし、病状も安定していて習い事をするなど、それなりに充実した日々を送っ

ていた。そしてやがて結婚し幸せになるはずが、環境の変化や婚家と上手く

いかないなどが原因で、病状が悪化し離婚した。傷付いた私の救いは親の愛

だった。その後はアルバイトも続かず、病院でデイケアを勧められ、そこで初

めて心の病を抱えて生きている人々に出会い、大きな励みとなった。デイケア

には様々なプログラムがあり、病状も大分回復した。その後オフィスクローバ

ーに入所し、スタッフやメンバーの皆さんがとても親身で、安心できる居場所

になった。メンバーの方々との交流も大きな楽しみとなった。今は休まず通う

ことが目標で、いずれ緑化等所外活動にも携わりたい。 

 

3月 9日初夏の様な暖かさの中、落合第一地域センタ

ーにて、センター祭が催されました。今回販売したもの

は、新作の体操ネコ柄の葉書や、レジ袋入れなどのステ

ンシルを施した布製品、ご寄付いただいたカッパ類など

でした。赤ちゃんをだっこしたママさん、小学生の女の子

たちなど様々な年代の方々が商品を見て下さいました。

私はステンシル製品作りに関わっているので、自分が頑

張って作った作品が売れていくのはとても嬉しかったで

す。                           （Yucco） 
 

大好評でした!! 

『私が歩んできた道』 

 

とても勉強になりました。 

相談支援事業に従事するにあたり必要となる研修に 5 日間参加しました。地域の障

害者の意向に基づく支援を行う大切さ、障害者のニーズについてなどを学びました。

講義だけでなく、グループワークを 2 日間じっくり行い、ネットワークの大切さを改

めて感じました。                           （松田）   

 

 こんな作業ができます！ 

●原稿入力→印刷（簡易印刷機にて）→帳合・封入
→発送までの作業をトータルで承ります。 
●納期が緩やかな軽作業を探しています。 

ご用命は下記連絡先へ。 
℡ ０３－３３６５－４１７７又は、 

yuinokai@axel.ocn.ne.jpまでご連絡ください。 

【見積もり例】 
入力：1文字 0.5円～ 
印刷：基本料１,000円～＋ 
   A4サイズ 1枚 1円×枚数 
   A3サイズ 1枚 2円×枚数 
帳合：1点 1円～ 
封入・封緘：1点 1円～(応相談) 

 今まで何となくしか考えていなかった自分の将

来、また人生設計を考えるとても良い機会でし

た。日々のお金の使い方や、自分の行動をもう一

度見直した方が良いと気付く事ができました。私

はまだ 29 才ですが、今後はしっかりと計画を立

て、生活していきたいと思います。     （やま） 
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～ 次号は 2013年 7 月に発行予定です。お楽しみに！！ ～ 

季節にちなんだ歌の歌詞を紹介します。 

春に咲くささやかな白い花を唄った、今のま

まの自分でいいんだと思わせてくれる温かい

歌詞です。 

この花もやがて枯れ果てて 

いつか冷たい地面に落ちるだろう 

エブリシングス ゴナ ビー オーケイ 

僕たちは咲き誇るためだけに 

生まれてきたわけじゃない 

龍之介「ヒトリシズカ」（‘02）より 
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２０１３年 

  新しい季節を迎え歩き出そう 春号 
 
 

 

－ 1 － 

－ 8 － 

 － 8 － 
オフィスクローバー 

〒169-0075 

新宿区高田馬場 3-18-25 

第１康洋ビル 7階 

T E L  03－3365－4177 

F A X  03－3365－4178 

E-mail yuinokai@axel.ocn.ne.jp 

http://yuinokai-clover.com/ 

編集：淑行・森田・近藤 

後藤(由)・松田 

山口 

イラスト：淑行、他 

入力：オフィスクローバー   

パソコン教室 

印刷･発送: ｵﾌｨｽｸﾛｰﾊﾞｰ 

 

発行所 

〒１５７－００７３ 

東京都世田谷区砧 

６－２６－２１ 

特定非営利活動法人 

障害者団体定期刊行物協会 

定価  １５０円 
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－ 8 － 

≪主な予定≫ 
4月～5月 定期面談 
4月～7月 実習生受け入れ 
5月23日   理事会・評議員会 
6月21日  初夏のレクリエーション 
※毎月 25 日は工賃日です。印鑑をお忘
れなく！ 

《編集後記》 

日々寒暖の差の激しさに、季節の移り変わりを感じる今日この頃です。今年は

桜の開花が例年になく早く、オフィスクローバーでもお花見は 4月を待たずに行い

ました。3月の役員会を経て年間予定が決まり、平成 25年度に向けスタッフ、メン

バー共に新たな気持ちで頑張りたいです。私は入所して早くも 13年。これからも元

気で皆と一緒に頑張りたい気持ちで一杯です。                                                          

                                            （テンコ・Ｍ） 

『ことば』 

                       淑行 

ことばがほしい 

こころの奥深くから湧き出てくるような 

そんなことばがほしい 

どんなにもがき苦しんでも 

求められないような そんなことばが 

そのために自らを犠牲にしてもかまわない 

そんなことばがほしい 

心の奥から湧き出すような 

そんな 

愛を――――― 

 

 

『Yucco の季節の詞
うた

』 

 


