今月の投稿締切は

プラッツ通信

プラッツを利用されている皆さまの投稿コーナーです 14 日です。ご注意下さい。
皆さまの作品をお待ちしています♬

2021 年 11 月 25 日（木）発行

はじまりという表紙を破るように
泣いている子供の声は

寒い朝 風とひかりが すき通る

人生のページをめくる
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森は深い影に
私を隠し
休ませた

風に残せる言葉があるのだろうか
水の中に石を落とすように

第 254 号

～12 月 3 日から 9 日は障害者週間です～
あざやかな紅葉の季節になりました。くっきりとした青空の美しさも、きわだってみえます。皆
さま、いかがお過ごしですか。
毎年 12 月 3 日～9 日は障害者週間です。障害者週間は、平成 16 年 6 月の障害者基本法の改正
により、従来の障害者の日(12 月 9 日)に代わるものとして設定されました。すべての人が障害の有
無によって分け隔てられることなく、おたがいに人格と個性を尊重しあいながら、共に生きる社会
を実現することを目指しています。
おたがいに支え合って生きていく。そのために、自分がその人の立場だったらどうだろうと想像
してみる、考えてみることをとおして、感情や経験を分かち合う。共生社会の理念には、こうした
メッセージもこめられているのではないかと感じます。

勇気

私の心に投げかけられたものが
あなたにも見えますように

勇気がない人はいません。
出していないだけです。

どれだけの夢を見たら気づくのでしょう

できない理由を並べるよりも

自分の中にはなくて

まず行動する勇気を！

あなたの心にあるものを

リンちゃんチのパパ
どれだけのものをなくしたら

障害者週間の期間にあわせて、国、地方公共団体、関係団体などで、さまざまな意識啓発にかか
る取り組みがおこなわれます。国分寺市でも、障害のある方の作品展示、ニコニコアート展、国分
寺市障害者お仕事ネットワークによる販売会などがおこなわれます。たくさんの方々のご来場をお
待ちしています。
【障害のある方の作品展示】
12 月 3 日(金)～9 日(木)10 時〜16 時 cocobunji プラザまちの魅力発信コーナー・ホワイエ
(cocobunji WEST5 階)、セレオ国分寺 9 階
【ニコニコアート展】
12 月 5 日(日)10 時〜16 時 リオンホール(cocobunji WEST5 階)

大切なものが何か
求めはじめるのでしょうか

【国分寺市障害者お仕事ネットワーク 販売会・ワークショップ】
・販売会 冬のスイーツ&ハンドメイドフェア
12 月 3 日(金)～5 日(日)10 時〜17 時 セレオ国分寺 1 階ぶんじマーケット自由通路
・クラフト系ワークショップ
12 月 4 日(土)5 日(日) セレオ国分寺 3 階・9 階

アジサイの花の涙は誰も拭けない
けれど、毎年生き直す

痛々しい心を開いて見せて
それから

※12 月 4 日(土)5 日(日)10 時～16 時、さつき共同作業所もハンドメイドフェアとワークショップ
に参加します。お皿やマグカップなどの食器、ブローチやイアリングなどのアクセサリーなどを販
売します。陶器の小物にかざりつけをするワークショップも開催する予定です。

あなたは人を許す

空という地図に身をまかせて

鏡の前で髪の毛を束ねる

～地域生活支援センタープラッツ 角谷敦子～

自分の表情を覗く
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<Platz Entertainment>
◆日 程：12 月 16 日(木) 14 時から
◆持ち物：必要な方は飲み物
(※お茶菓子はありません。)
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プラッツ通信
投稿〆切日

休館日

≪12 月のプログラム≫
※すべて事前申し込みが必要となりますのでご注意
ください。
<お茶会>
◆日 程：12 月 7 日(火) 14 時から 15 時
12 月 21 日(火) 14 時から 15 時
◆持ち物：必要な方は飲み物
(※お茶菓子はありません。)
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<PC 塾（野田先生）> ※オンライン
◆日 程：12 月 5 日(日) ☆1 回 30 分×5 枠
13:20～、14:00～、14:40～、
15:20～、16:00～
◆持 ち 物：必要な方は USB メモリ
※個別プログラムの為、登録者のみ参加できます。
<ミュージックアワー>
◆日 程：12 月 24 日(金)16 時から 17 時
◆持 ち物：ＣＤ、カセット、レコード、
ＭＰ３プレーヤー等
※鑑賞のみの参加も OK です。
<プログラムの申込について>
◆申 込：相談電話・来所の際に、職員へ参加した
い旨をお伝えください。
◆定 員：5 名(申込者多数の場合は調整させて頂く
ことがあります。あらかじめご了承くだ
さい。)
◆締 切：各プログラム直前開館日の 12 時まで。
参加が難しい場合のみ、申込締切日に職
員よりご連絡致します。
※定例プログラム欄は再開時に紙面へ掲載致します。

休館日

休館日

休館日

令和 3 年 12 月 29 日（水）～
令和 4 年 1 月 3 日（月）
上記の期間、プラッツは年末年始休館となります。
ご了承くださいますようお願い致します。

≪Platz Entertainment お知らせ≫
プラッツ交流室にて、映画『シザーハンズ』を上映
します。
◆日

時：12 月 16 日(木)14 時から(要予約)

◆あらすじ： 発明家の博士に作られた、人造人間のエ
ドワード。完成直前に博士が急死してし
まった為、彼の両手はハサミのままひと
り残されてしまう。孤独に暮らしていた
が、セールスで訪れたペグに連れられ、
町に出ることに。新しい世界へ踏み出し
たエドワードは、ペグの娘のキムに恋を
するが…。純真な人造人間と少女の交流
を描くファンタジー。
◆上映時間は約 105 分です。
みなさまのご参加をお待ちしています！

≪11/11 Platz Entertainment 報告≫
交流室にてテレビ番組『出没！アド街ック天国～国
分寺～(2017)」』
『朝の！さんぽ道 国分寺（2019）』
を上映しました。

休館日
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≪年末年始プラッツ休館日のお知らせ≫

31

休館日

≪職員の一言≫
今年も残すところあと１か月となりました。新型コロナ感染症の状況も少々落ち着きが出て、街にもにぎ
わいが出てきましたね。沢山の方が長い自粛の気分転換をされている気がします。感染対策は継続すること

≪プログラム開催に関するお知らせ≫
・マスクの着用をお願い致します。
・感染状況を踏まえ、プログラムを中止とさせて頂
く場合があります。
・ご予約頂いた方も、当日体調不良の場合は参加を
ご遠慮ください。
・滞在時間制限の 120 分に、プログラム参加時間も
含まれます。
・プログラム開催時も交流室利用人数は 5 名です。
プログラム中は、参加者の利用を優先とさせて頂
きます。
・お飲み物はご持参ください。

をおススメしつつ、山の紅葉や街のクリスマスイルミネーションなどこの時期ならではの風景をお楽しみく

感染拡大防止のため、ご協力のほどよろしくお願い

ださい。

致します。

殿ヶ谷戸庭園などの名勝やグルメの名店、かつての
ヒッピー文化にまつわる話…、ちょっとディープなと
ころも含めて、いろいろな国分寺の魅力を再確認でき
ました。鑑賞された方にとって馴染み深い場所もたく
さん紹介されており、
「有名なお店ですよね」
「ここは
いい場所ですよ」といった声も聞かれました。

