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活 動 内 容 
ウィンドウでは障害を持ったメンバーが、手作り品の製作販売を行っています。製品は店頭、

受注、地域でのイベント、委託販売でもご購入いただけます。また、下請け作業、パソコンで

の製品管理、見学や職場体験の受け入れ、障害を知って貰うための講演活動等も行っています。

その他、旅行やボウリング等の余暇活動も楽しみ、ボランティアの方々との交流を図っていま

す。障害をお持ちの方の受け入れも行っておりますので、ぜひ一度見学にお越し下さい。 

活 動 日・時 間 

毎週 月曜日～金曜日 ９時～１７時  利用者の活動時間は１０時～１５時 

 
 

ウ ィ ン ド ウ の 紹 介 

発行日 平成27 年９月１５日  

発行元 ＮＰＯ法人ウィンドウ  地域活動支援センター手作り工房ウィンドウ 

            〒210-0832 川崎市川崎区池上新町2-8-5 コーポキド1階 

Tel/Fax 044-277-3113  http://park12.wakwak.com/~tezukuri-window/ 
 

  

◆ バザー品                          
食器・タオル類・せっけん・文房具など     

（古着は集めていません！）         

                  

       ※問い合わせ先：               

                      

              

          
 

 

 

 
 

◆ パッチワーク風マットを作るための材料    
ご使用済みの、木綿のシーツ、木綿の布団カバー、 

タオルケット、バスタオル。ステキな製品へと生まれ変

わりますので、「そろそろ交換しようかしら」と思った

ら、捨てずにウィンドウにお持ち下さい！  

その他、綿プリント生地も集めています！ 

◆ 販売場所 
委託販売先が減ってしまい困っています。製品を置いて下さる場所、 

また出店できる場所がありましたら、ぜひご紹介下さい！ 

《現在ご協力頂いている委託販売先》 

ふれあいショップかわせみ【川崎労働会館】 ふれあいショップせきれい【多摩区総合庁舎内】 

ともしびグッズコーナー【かながわ県民センター】（横浜市神奈川区鶴屋町） 

 

  

平成27年２月よりホームページアドレスを変更しました！ 

http://park12.wakwak.com/%7Etezukuri-window/


 
 

 

 
   

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回、    通所し始めて間も

ない中で参加させ

て頂きました。まだ

事業内のことも慣

れておらず正直、参

加することに戸惑い

ました。ですが、作

業や座席の関係、 

通所日が合わず顔を会わす機会がない方もいましたの

で今では参加して良かったと思っています。 

天気が気にはなっていましたが特に心配することなく

良かったなと思っています。一つ、難を上げるとするなら

ば「ゆとり」が個人的には欲しかった気がします…。今回

は参加して皆さんの顔や名前が少しずつではありますが

把握できたことに意味があると感じています。（Ａ．Ｙ） 

ウィンドウの活動いろいろ 

 

 

５月１２日(火)日帰り旅行 

 

５月２４日（日）第１５回川崎市障害者スポーツ大会に行きま

した。私は、ジャベリックスローに出場しました。記録が１０ｍ

３５㎝まで跳び結果は１位金メダルでした。とてもいい貴重な体

験が出来て良かったです。（Ｋ．Ｔ） 
ジャベリックスローとは･･･この競技は日本独特のもので、

ほかの国々では実施されていません。長さ約 70cm、重さ約

300gのポリエチレン製素材で、先端は柔らかいゴム製の物を

投げて距離を競います。 

ウインドウさんの日帰り旅行 

で北島さんをはじめ車椅子利用 

の方、ウインドウのスタッフの 

方、ボランティアさんたちと行 

きました。 

出発の一週間前からお天気が 

心配でしたが、まずまずの天候で磯山観光いちご園

でいちご狩りをしました。皆さんのいちごを食べてい

る姿を見て笑顔がほころびました。昼食は観光セン

ターで皆さんと一緒に食事しました。 

久し振りにウインドウさんの日帰り旅行に参加して

楽しい一日でした。機会がありましたらまた参加した

いです。北島さん、ウインドウの皆さんありがとうご

ざいました。（ボランティアＫ．Ｅ） 

 

 

 

５月も中旬ともなるといちご狩りも終

盤ですが、インターネットでやっと見つけ

た完全バリアフリーの千葉県香取郡「磯山

観光いちご園」さんに懇願し、いちごを確

保しておいて貰うという無理を聞いて頂

きました。 

総勢２４名が、ブーゲンビリアがみごと

に咲き誇る休憩所で説明を聞いたあと、大

きなハウスに移動、新種を含めて数種類の

食べ比べを楽しみました（最高は50個！）。 

そして、ご主人に見送られて成田山近くの

「米屋観光センター」へと向かいました。  

食後はお楽しみの「お土産大会(?)」で、

家族や自分に品物を買い込んで、急いでバ

スに乗り込みました。今回も車いす７台の

乗降（固定４台）の時間と混雑を予想して

計画を立てましたが、どちらもスムーズで

予定より相当早く帰着してしまいました。 

バタバタと急ぎ足の一日でしたが、ご参

加頂いた皆さん、どうも有り難うございま

した。(sabu) 

 

 

 

「川崎市障害者スポーツ大会」に出場！ 
 

 

   

 
   

 
  

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9D%E3%83%AA%E3%82%A8%E3%83%81%E3%83%AC%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B4%E3%83%A0


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

寄付  献品等のお礼  
寄付金、切手・ギフトカード、バ

ザー品等の献品。布・材料のご

提供を頂きました皆様、 

有り難うございました！ 

総勢12 名が2 ゲームを楽しみました。今年は市立

川崎高校１年の男子学生２名にも車いす介助、ボール

のセット等のお手伝いをして頂きました。  

★第1 位（314 点 松本さん）2G 合計点 
★第2 位（272 点 北島さん）  
★第3 位（192 点 吉浜さん） 
★ブービー賞（145 点 Ｋさん） 

〈感想〉今回のボランティアで車椅子の人達と関わる

ことができとても嬉しく思いました。ボランティアは

大変でしたが面白かったので次回もご縁があれば参加

させていただきたいと思います。 

（市立川崎高校１年Ｓ．Ｈ） 

ボランティアの皆さん、お疲れ様でした！ 

 

 

７月 2２日（月）～2５日（金）★染め

物に興味をお持ちの女性と、小学 4 年

生仲良し３人組の参加がありました。刷

毛で色を刷り込み、型紙をはがして、「ハ

イ、ポーズ！」。乾かした後、こちらで

袋に縫製してお渡ししました。自分だけ

のオリジナル作品、いかがでしたか？ 

 

★手 染 め製 品 ★ 

エプロン・・・・・・・・・・￥１，６００ 

ショートエプロン･･・･￥１，６００ 

裏付き手提げ(A4)････￥５００ 
袋（小・中・大）￥４００～￥６００ 

弁当袋・・・・・・・・・・・・・・￥５００ 

ブックカバー（文庫）・・・￥３５０ 

 （単行）･･･￥４００ 

★パッチワーク製 品 ★ 

マット・・・・・・・￥５００～￥１，５００ 

鍋つかみ・・・・・・・・・・・・・￥２５０ 

人気あり！    

布花（1セット３本）･･････････\１００ 

数セットの花束＋ラッピングも喜

ばれています 

他各種あります 

☆ご注 文 承 ります☆ 

エプロン等の新規ネーム

入れ、他オプション(サイ

ズ、ポケット追加等)につ

いては別途料金が掛かり

ますのでご相談下さい。 

手染め製品の 

ネーム入れできます！ 

 

どうぞご利用下さい！ 

名刺の注文承ります 

１００枚（黒１色） 

１３００円～ 

ぜひご連絡下さい。 
 

 

「車両購入」のための寄付に、 

お礼申し上げます！ 

平成１１年より使用している「リフト付きワ

ゴン車」の老朽化による車両買い替えのために、

申請していた助成金制度「赤い羽根共同募金」

の申請も通り、平成２７年１０月に納車の運び

となりました。これまでご寄付頂きました多く

の皆様に感謝の気持ちを込めて、お礼申し上げ

ます。 

次号では新ウィンドウ号の写真を掲載し、

改めてご報告させて頂きます。 

   （平成27年4月～平成27年8月） 
畔上キヨ子様  ５，０００円 

石井みつ子様 １０，０００円 

浜永 直幹様 １０,０００円 

～これまでご寄付頂きました皆様 

どうも有り難うございました～ 

  

第19回ウィンドウ杯 

ボウリング大会 

8 月７日（金） 

ROUND１川崎大師店 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

✎ 編集後記 ✎ 

真夏日の連続から、一転して寒くなったり暑くなっ

たり･･･風邪引きさんが多くみられた夏の終わりでし

た。それでもウィンドウのメンバーは元気に下請け作

業や、これからやって来る毎週末の販売に向かって製

品作りに励んでいます！活動予定の通り多くのイベン

トがありますので、ぜひ足をお運び下さい！(sabu) 

☜ 案 内 
JR 川崎駅より 川崎鶴見臨港バス 川21 系統  

「（さつき橋経由）塩浜営業所」「エリーパワー」 

「水江町」行き、「臨港警察署前」下車、徒歩5 分  

  活動予定   

９／１８（金）川崎区障害者スポーツ交流会【川崎健康づくりセンター】9:30～15:00 

２６（土）第13回だいし健康福祉まつり【旧大師ブランチ】10:０0～15:00 

   ※その他 健康診断、個別面談、防災訓練 

１０／ ９（金）赤い羽根共同募金【JR川崎駅前】 

１０（土）女躰神社幼稚園バザー【幸区】10:00～14:00 

れいんぼう祭り【れいんぼう川崎】 

１０（土）・１１（日）川崎みなとまつり【川崎マリエン】 

１４（水）ふれあい市場【かわしん本店】※未定 

１７（土）・１８（日）いいじゃんかわさき【平和通り】 

 ２４（土）大師地域ふれあいまつり【大師公園】10:00～14:00 

七沢更生・ライトホーム文化祭【厚木市】 

２５（日）協同地域健康まつり【藤崎第４公園】1１：００～14:００ 

３１（土）川小ハッピ－フェスタ【川中島小学校】１２：００～１５：００ 

１１／  １（日）・３（祝）南身館フェスティバル【南部身体障害者福祉会館】 

１４（土）第１回ドラムサークルｆｏｒウェルネス【しらかし園】 

２１（土）四谷小学校ＰＴＡバザー【四谷小学校】12:00～14:00 

２２（日）日本の祭り【桜本Ｌロード】10:00～ 

２３（祝）歩こう東海道川崎宿スタンプラリー【稲毛神社】10:00～16:00 

２８（土）川崎区社協福祉まつり【教育文化会館】1０:00～15:30 

手をつなぐフェスティバル【とどろきアリーナ】10:30～15:30 

２９（日）ボランティアフェスタ【国際交流センター】10:00～16:00 

  

平成 27 年 6 月 13（土）地域活動支援センター手作り工房ウィンドウにて、第 8 回通

常総会が終了致しましたことをご報告申し上げます。今後も安定した活動ができるよう、

賛助会員として支えて下さる方を募集しておりますので是非ご協力をお願い致します。

◆賛助会員とは･･･この法人の趣旨に賛同して入会した個人及び団体 

年会費 個人・団体 ３，０００円（一口）   

  ＮＰＯ法人ウィンドウ  賛助会員募集 

 

 

 

 

皆さんお誘い合わせの上、 

 

お出掛け下さい！ 

 

http://www.google.co.jp/imgres?q=%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88%E3%80%80%E7%A7%8B&start=99&hl=ja&sa=X&rlz=1T4GZHZ_jaJP239JP240&biw=890&bih=632&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=WZkgJxtd4AGD4M:&imgrefurl=http://www.universal-home.co.jp/nakagawa/2009/09/&docid=vUQWjBviveIMyM&imgurl=http://www.universal-home.co.jp/nakagawa/images/%2525E3%252583%252596%2525E3%252583%2525AD%2525E3%252582%2525B0%2525E3%252582%2525A4%2525E3%252583%2525A9%2525E3%252582%2525B9%2525E3%252583%252588%2525E3%252580%252580%2525E3%252582%2525B3%2525E3%252582%2525B9%2525E3%252583%2525A2%2525E3%252582%2525B9.jpg&w=300&h=400&ei=KbVnUPKCDO-SiQfEgoDgDw&zoom=1&iact=hc&vpx=653&vpy=2&dur=1081&hovh=259&hovw=194&tx=145&ty=94&sig=113652881139063981957&page=7&tbnh=149&tbnw=111&ndsp=18&ved=1t:429%2Cr:4%2Cs:99%2Ci:18

