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東部障がい者就業・生活支援センター みらい

栗原 里佳さんに聞きました！
くりはら りか き

金子 生公夫さんに聞きました！
かねこ きくお き

新型コロナウイルス感染防止のため、令和２年度の職場定着セミナーのかわりに、

２回の情報誌『 みらい通信 』を発行することとなりました。

第１回目は、働いているかたにインタビューをしました。

みらいの登録者のみなさん、お元気ですか？
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コロナ禍での「新しい生活様式」の参考にしてみてください。
あたら せいかつようしき さんこう

【就業面】
しゅうぎょうめん

【生活面】
せいかつめん

年齢 ６２歳

職種 テーブル拭きや

（平成２７年６月入社）

勤続年数 ５年半

皿並べなどの開店準備

【ステイホームでの楽しみ方】
たの かた

《みなさんへ》

昼営業に合わせて勤務時間が早まり、

つうしん

除菌作業が加わった。

どこへ行くにもマスクは必須となった。

大掃除や仏壇の掃除など、普段できないところを

キレイにして清潔に暮らしている。

今はいろいろ我慢して辛いかもしれないけど、

今を冬だと思えばいい。

冬ならばいつか必ず春が来るから、

春爛漫を楽しみに生きてほしい。

限られた時間内に、工夫し効率よくやっている。

【仕事のやり方】
しごと かた
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年齢 ２３歳

職種 パチンコ店の清掃

勤続年数 ４年半

（平成２８年４月入社）

【就業面】
しゅうぎょうめん

時差出勤を行っており、現在は通勤ラッシュを

避けるため、１時間早い勤務になった。

【生活面】
せいかつめん

予備のマスクやアルコールを持ち歩き、

感染対策を行っている。

大好きなカラオケや映画に行かず、

【ステイホームでの楽しみ方】
たの かた

家の掃除・友人と連絡を取り合っている。

日記をつけ、日々の振り返りを始めた。

《みなさんへ》

家で過ごす時間が増えた。

なかなか人と会うことが限られているので、電話やメール・ＬＩＮＥを活用して、人と話す

機会をつくってほしい。そして少しでも息抜きできる時間をつくり、一緒に乗り越えましょう。
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７月に入職しました、藤沢と申します。今、
がつ にゅうしょく ふじさわ もう

３月に入職しました、太田と申します。
がつ にゅうしょく おおた もう

みらい そうか

過ごせるアイテムを探しています。

皆様とセミナーでお会いできる日を楽しみに

しています。

ネットショッピングを利用し、自宅で楽しく
りよう じたく たの

す さが

みなさま あ ひ たの

ています。次号は、令和３年２月の発行

『みらい通信』はホームページにも掲載し

これは、心理学でも証明されています。

草加市栄町２-１-３２ ストーク草加弐番館

東部障がい者就業・生活支援センター みらい

TEL ０４８-９３５－６６１１

FAX ０４８-９３３－９６３２

【発行】

みらいは

『社会福祉法人 草加市社会福祉事業団』

の一員です。

あなたの笑顔が、私たちのよろこびです。

詳しくは、ホームページをどうぞ！

https://sswo.or.jp/

編 後記
ことわざ、「目は口程に物を言う」

年齢 ３５歳

職種 清掃・リネン交換

勤続年数 １２年

（平成２０年１１月入社）

【ステイホームでの楽しみ方】

タブレットで好きな動画や漫画を視聴している。

（クレヨンしんちゃん・ＧＴＯ）

《みなさんへ》

早く皆さんに会いたいですが、僕も一生懸命工夫して頑張って

いるので、皆さんも頑張ってください！！

私が楽しんでいることは、コーヒーを豆から

挽いて淹れることです。皆さんも楽しみを見

つけて、新型コロナに負けずにゆきましょう。
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【就業面】
しゅうぎょうめん

スタッフのデスク間に、モップの柄と
かん え

ビニールシートで作ったついたてを置き、
つく お

飛沫による感染予防対策を行っている。
ひまつ かんせんよぼう たいさく おこな

たの かた

す どうが まんが しちょう

はや みな あ ぼく いっしょうけんめい くふう がんば

みな がんば

藤田 友唯さんに聞きました！
ふじた ゆい き

【生活面】
せいかつめん

遠出は控え、最小限の外出に抑えている。
とおで ひか さいしょうげん がいしゅつ おさ

仕事を活かして、部屋の片付けや清掃に取り組ん
でいる。

しごと い へや かたづ せいそう と く

予定です。また会いましょう！！

マスクをし、距離を保つ生活になっていま

すが、「アイコンタクトで距離を縮める」

ことは、過言ではないようです。
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