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～御礼～
太平電気株式会社様、七十七銀行株式会社様ありがとうございます
７７社会貢献私募債(寄付型)により「除雪機」をご寄贈いただきました
この度、７７社会貢献私募債(寄付型)を通し、太平電気株式会社様より除雪機
をご寄贈いただくこととなりました。6月16日(水)に太平電気株式会社の前澤代
表取締役社長様、中野部長様、菅野次長様、七十七銀行株式会社の奥寺副部長
様、山口課長代理様にご出席いただき贈呈式を行いました。昨年6月にオープン
したがぎゅうベーカリーの敷地が広いため、昨冬の雪かきで大変苦労いたしまし
た。今回、除雪機を整備することによって雪かきの作業時間が短縮され、職員の
負担も大幅に軽減されます。また、地域の雪かきに困っている方のために有効活
用できればとも考えております。太平電気様には昨年、がぎゅうベーカリー、工
房にじいろ建設の際に電気工事を請け負っていただき、今も大変お世話になって （左：前澤社長様 右:湯村理事長）
おります。ご寄贈いただいた除雪機は大切に使わせていただきます。太平電気株式会社様、七十七銀行株式
会社様、この度は誠にありがとうございました。
社会福祉法人臥牛三敬会役職員一同

～おめでとうございます～
阿部信之室長の黄綬褒章受章祝賀会を行いました！

（左:湯村理事長

6月22日(火)、虹の園で阿部室長の黄綬褒章受章祝賀会を行いました！前号でもご
紹介しましたが、この度、当法人工房にじいろの阿部信之室長が令和3年春の褒章で
「黄綬褒章」を受章いたしました。そこで、職員・利用者から改めて“おめでとうご
ざいます！”の気持ちを伝えるべく、また、大変貴重な「黄綬褒章と賞状」をお披露
目いただきたく、ささやかではありますが祝賀会を開催させていただきました。会の
中で阿部室長からは「これまで目の前の仕事に一生懸命に取り組んできて、ただその
右：阿部室長）
結果です。どうせやるなら一生懸命やること。虹の園との出会いに感謝し、前向きに
仕事に取り組んでいきます。」といったお言葉を頂戴しました。これからも阿部室長
の技術・知識を私達に伝えてください。阿部室長、この度は誠におめでとうございま
した。当日はお忙しい中、河北新報社角田支局の田村支局長様に取材をしていただき
ました。ありがとうございました。
社会福祉法人臥牛三敬会役職員一同

（加工班の皆さんと）

～ありがとうございます～

「がぎゅうベーカリー1周年記念キャンペーン」にご来店いただきありがとうございました
6月20日にがぎゅうベーカリーは移転オープンして1周年を迎えました！6月21日(月)～25
日(金)の5日間、オープン記念キャンペーンを行いましたところ、多くのお客様にご来店い
ただきました。誠にありがとうございました。今後も、また一年、さらに一年と、お客様に
喜んでいただけるパンを作ってまいります。今後ともがぎゅうベーカリーをよろしくお願い
いたします。
がぎゅうベーカリースタッフ一同

相澤様より“リーフレタス”を頂きました

（1周年記念）

6月1日(火)、施設利用者の相澤佳代さん、茉巳さんのお宅より“リーフレタス”を頂き
ました。相澤様のお宅では様々な野菜を育てていて、いつも新鮮な野菜をお届けいただい
ております。リーフレタスは施設の給食でおいしくいただきました。相澤様、いつもあり
がとうございます。
社会福祉法人臥牛三敬会役職員一同
（リーフレタス）

－1P－

加藤八州夫様（愛知県長久手市在住）より“じゃがいも”を頂きました
6月18日(金)、加藤八州夫様より男爵とメークイーンの“じゃがいも”を頂きました。加
藤様は日頃より当法人を気にかけてくださり、いつもご自宅で採れた新鮮な野菜をお送りい
ただいております。頂いたじゃがいもは施設の給食でおいしくいただきました。加藤様、い
つもありがとうございます。
社会福祉法人臥牛三敬会役職員一同

後藤義次様（東京都東村山市在住）より“さくらんぼ”を頂きました

（じゃがいも）

6月21日(月)、当法人監事の後藤義次様より甘くておいしい“さくらんぼ”をお送りいた
だきました。毎年食べ頃の時期にお送りくださり、今年も皆でおいしくいただきました。後
藤様、いつもありがとうございます。
社会福祉法人臥牛三敬会役職員一同

土屋様より“お米2袋”を頂きました

（さくらんぼ）

6月22日(火)、当施設利用者の土屋善寛さんのお宅より“お米2袋”を頂きました。頂い
たお米は施設の給食にて皆でおいしくいただきます。土屋様、いつもありがとうございま
す。
社会福祉法人臥牛三敬会役職員一同

～がぎゅうベーカリーギャラリーのご案内～

（お米）

7月5日(月)～川名正男様の「デジタル書道」を展示いたします
7月5日(月)よりがぎゅうベーカリーギャラリーにおいて、川名正男様の「デジ
タル書道」を展示いたします。川名様にはこれまでもジャンルにとらわれない多
彩な写真を展示いただいております。多くのご来店お待ちしております。
写真展は虹の園様のご支援により7回目の開催となりました。紙をタブレットに、筆はタッチ
ペンに持ち替え、書からイラスト、更に、写真との組み合わせ等、多彩な表現が可能となってい
ます。これまでの写真展とは一味違う、デジタルの世界をお楽しみください。
（デジタル書道）

実習生報告

担当：佐々木

角田支援学校高等部3年生1名、2年生4名（虹の園）
6月3日(木)～4日(金)の2日間に2年生2名、6月10日(木)～11日(金)の2日間に3年生1名、6月17日(木)～18
日(金)の2日間に2年生2名の方が作業場にて実習を行いました。皆さん初めての環境の中での作業でした
が、作業の説明をよく聞いて真剣に実習に取り組むことができました。短い期間でも作業の上達が見られ、
今後の成長も期待しております。この度は実習お疲れ様でした。
担当：佐藤(寛)

名取支援学校高等部3年生2名（レインボー川崎）
名取支援学校高等部3年生のお二人が23日～25日の3日間、職場実習を行いました。二人とも初日は束線作
業に取り組み、2日目には薪割班にて薪の箱詰めを体験しました。これからも色々な経験をして、どんどん
成長してほしいと思います。3日間の実習でしたが頑張りました。お疲れ様でした。
担当：佐藤(勝)

運転技術員さんのご紹介
渡辺

巧 運転技術員（3号車 柴田・船岡方面）

新人ドライバーの渡辺巧です。よろしくお願いします。趣味は囲碁で、
30年以上です。好きな方がいましたら教えてください。

玉手

俊博 運転技術員（5号車 柴田・大河原方面）

6月より5号車の送迎をさせていただいております玉手です。母の介護の為に、ふるさとに
戻って来ました。社会貢献の為に業務を頑張りますので、よろしくお願い致します。

～連載 つば九郎日記2021 第三回～
つば九郎たちの雛が生まれてから、すでに2ヶ月が経ちました。もう巣から餌を待っている
子はおらず、自分たちで外を飛びまわっています。しかしまだまだ練習の真っ最中で、何度も
地面に着陸したりとなかなか上手に飛ぶことができない子もいます。それでも懸命に羽を羽ば
たかせ、餌を取りに行く姿を見て、いつも元気をもらっています。つば九郎達が皆無事に巣
立って行ける日が来るまで、温かく見守っていきたいと思います！
担当：海老澤
（つば九郎）

－2P－

各事業所からのお知らせ
○虹の園（S59.4.1開園)
宮城県角田市佐倉字町裏一番63番地 TEL：0224-63-1481
・スバック班、ティティアオイ班、縫製班、農耕班

○がぎゅうベーカリー(H16.5.17開店、H19.8.12移転、R2.6.20移転)
角田市江尻字江西10-1 TEL&FAX：0224-51-8388

がぎゅうベーカリー
皆さまのおかげで当店は6月20日に無事移転オープン一周年を迎えることができました！これからもよろ
しくお願いいたします！さて、がぎゅうベーカリーの今月のおすすめ商品は...角田産！！安斉園芸さんの
いちごを使用した「いちごデニッシュ(税込200円)」です！7月の誕生石のルビーのような、美しいルビー
レッドのいちごジャムと果肉をデニッシュに仕上げました。ルビーは情熱、生命、愛情を意味します。この
夏はルビー色のいちごデニッシュを食べてパワフルにお過ごしください♪店頭では他にもたくさんのパンを
ご準備しております。お気に入りのパンを見つけに、ぜひご来店ください！お待ちしております。
※いちごデニッシュの詳しいご紹介は7ページで！
担当：佐藤(み)
ティティ・アオイ班

農耕班

㈱ティティ・アオイ様より
お仕事をいただいておりま
す。小さなタグを数えたりす
る仕事です。一人一人、利用
者の作業内容は違いますが、
日々作業に対する工夫を考
え、早く・丁寧に納品する事
を心掛けております。今後も
一生懸命作業を行います。よ
ろしくお願いします。
担当：太田(恵)

季節もいよいよ夏本番を迎えようとしている中、農
耕班メンバーは畑作業を頑張っています！6月は上旬
に秘伝豆の播種、中旬にケナフの定植作業、下旬には
えごまの定植作業を行いました。秘伝豆は道の駅かく
だで行なわれるずんだまつりにも出品をさせていただ
いており、店舗ではぱぴハウスの「秘伝豆のピッ
ツァ」や、にじいろカフェの「秘伝豆ソフト」、が
ぎゅうベーカリーの「秘伝豆と厚切りベーコンのパ
ン」、バカ美味ぎょうざの「秘伝豆ぎょうざ」にも使
用しています。皆様、秘伝豆の旬の10月になりまし
たらどうぞお買い求めください。
担当：平間

（ケナフ定植作業）

（秘伝豆播種作業）

○第二虹の園(H1.4.1開園)
宮城県角田市佐倉字町裏一番63番地 TEL：0224-63-1481
・ぱぴハウス弁当班、給食班、錦班

○夢工房(H13.4.1開設)
○ぱぴハウス道の駅かくだ店
角田市角田字旭町23-1-2 TEL&FAX：0224-61-0755
(H13.4.1開店、H31.4.19移転）
＜日本自転車振興会様より補助金をいただき
開設いたしました＞

角田市枝野字北島81-1

錦班

ぱぴハウス道の駅かくだ店
ぱぴハウス道の駅かくだ店
では6月11日より店内飲食の提
供を再開いたしております！
メニューもリニューアル！新
たに4種のピッツァと3種のパ
スタが加わりました。どうぞ
ご賞味ください。
担当：太田(忠)

今月は“マイス”をご紹介！
ナポリでは定番の「コーン」
のピッツァ！コーンの甘味と
チーズの相性抜群！どうぞご
賞味ください！

店内飲食1,000円
テイクアウト1,070円
※どちらも税込

－3P－

錦班ではカップブラシの
ブラシ部分をまとめる作業
を行っています。今回はい
つもと違う資材に皆やる気
満々。喜んで作業に取り組
んでいます。ただ、難易度
が高いため納期に遅れない
よう大忙しです。今後も丁
寧且つスピーディーな作業
を心掛けていきたいと思い
ます。
担当：海老澤

○第三虹の園(H16.4.1開園)
宮城県角田市角田字中島上213 TEL：0224-63-3662
・バカ美味ぎょうざ（0224-63-4377）、作業班

○工房美山の里(H22.7.1開店)
角田市笠島字出戸28-5 TEL：0224-65-3811

○にじいろカフェ
(H23.9.15開店、H30.10.19移転)

○虹の懸け橋まごころお届け便
(H23.4.25開始)
○工房にじいろ(R2.6.20開設）

角田市角田字田町100-1 TEL：0224-63-4366

角田市江尻字江西10-1
TEL&FAX：0224-51-8388

にじいろカフェ
ジェラートを食べて暑さを吹き飛ばしましょう！
定番のミルクと、さっぱりとしたブルーベリーの2
種類で、ブルーベリーは角田市西根で採れたものを
使用しております。にじいろカフェ、がぎゅうベー
カリー、工房美山の里にて販売しておりますのでぜ
ひご賞味ください♪
担当：佐藤(風)
にじいろカフェの
ジェラートラインナップ
○ミルクジェラート
○ブルーベリージェラート
各３００円（税込）

工房美山の里
角田産！安斉園芸さんのいちご(もういっこ)で
作ったいちごジャムはいかがでしょうか？口に入
れると初めはとても甘く、その後に程よい酸味が
あり、素材の味を最大限に活かしたジャムです。
がぎゅうベーカリーの食パンと一緒にご購入され
てみてはいががでしょうか？是非お試しくださ
い。商品は、工房美山の里、がぎゅうベーカ
リー、にじいろカフェでも販売しております。今
月も工房美山の里をどうぞよろしくお願いいたし
ます！
※いちごジャムの詳しいご紹介は7ページで！
担当：佐藤(春)

○レインボー多賀城（H19.4.1開所)
宮城県多賀城市鶴ヶ谷1丁目10-3
・給食班、弁当班、作業班

TEL：022-362-8660 FAX：022-349-8762

○つつみ屋レインボー(H19.4.1開店、H28.2移転)
多賀城市鶴ヶ谷1丁目10-3 TEL&FAX：022-367-5311

つつみ屋レインボー
紫陽花の花の美しい季節です。ジメジメした天気を
振り払うように、コロナに負けないように、マスクを
しながらも水分補給・塩分補給も忘れずに。6月はご
贈答用の団子セットが人気でした。12本の団子が入っ
てタレは6種、自分で好きな味を選べます。白い団子
にそれぞれ好きな味のタレを塗って食べられるのです
が、特に子供達には人気のようです。12本セットで
2,200円。6本セット(タレは3種です)は1,150円です。
ぜひ皆様も遠くの親戚・友人に送ってみてはいかがで
しょうか。
担当：佐藤(さ)
レインボー多賀城

☆つつみ屋の特製あん☆

・しょうゆ
・こしあん
・粒あん
・ごま
・ずんだ
・くるみ

６２０円
７４０円
７６０円
８５０円
１，０８０円
１、６２０円

※各５００ｇ、税込価格

引用：つつみ屋HP

http://www.tutumiya.co.jp

給食班

日差しがまぶしい暑い季節となりました。今年もコロナの影響の為、マスク着用の毎
日で暑さがより増す様に思われます。レインボー多賀城では水分補給を常に心がけてい
ます。給食班は暑さと調理の熱さで二重に大変な日々です。担当者一同水分補給を絶え
ず行いながら乗り切って参ります。皆様も体調に気をつけて元気にお過ごし下さい。
担当：多田
－4P－

○レインボー川崎（H21.11.1開所)
宮城県柴田郡川崎町大字前川北原22-9 TEL：0224-85-1656 FAX：0224-84-6833
・作業班、薪割り班

○ぱぴハウス川崎店・がぎゅうベーカリー川崎店(H22.1.9開店)
柴田郡川崎町大字前川北原22-9 TEL：0224-85-1656 FAX：0224-84-6833

がぎゅうベーカリー川崎店・ぱぴハウス川崎店

「冷やし中華はじめました！」をよく目に
するようになる季節ですね。ということは…
はいっ！「冷製パスタはじめました！」ひん
やりトマトソースベースにフレッシュトマト
でトマト感満載！梅雨の時期で気分も晴れな
い日があっても美味しい食事で元気に過ごし
ましょう！！これからどんどん暑くなります
がしっかりとした食事をし、熱中症にならな
いように元気に過ごしましょう！感染予防も
お忘れなく！
担当：佐藤(勝)

★季節限定★

～トマトの冷製パスタ～

９００円（税込）
○レインボー柴田グループホーム（H19.12.2開設)
○レインボー西田町グループホーム（H21.6.28開設)
○レインボー緑町グループホーム（H30.7.1開設)
○日中一時支援「なないろ」

柴田グループホーム
紫陽花の花が鮮やかに映えています。いよいよ梅雨に入りました。柴田ホームの皆さんはいつも変わりな
く元気に過ごしております。いつまで続くかコロナのため外出もままならず、頼りになる？コロナワクチン
の話をしています。休日は部屋の掃除・洗濯等をして過ごしています。でも今まで通り消毒・うがい・手洗
い・検温をしっかり守っていれば大丈夫だと思います。これから暑い夏に向かいます。コロナにも暑さにも
負けず健康に十分気を付けて頑張ってください。
世話人：目黒

西田町グループホーム
6月に入ってもさすがに暑さはありますが晴天はみられなくなり、どんよりとした梅雨空が多く見られるこの頃です。コロナ感染
者も段々と少数になり、その上ワクチン接種も浸透してきており、少しずつですが安心感が出てきました。ホームの皆さんはしっか
り規律を守り、手洗い・検温は日常化、頑張って我慢して乗り切ろうとしております。早くワクチン接種が一人一人に行き渡り、一
日も早く安心して過ごせる様になって欲しいと心から思っています。これから梅雨に入ります。気分的にも晴れない事もあると思い
ますが、来月末には太陽が顔を出す夏が来ます。夏と聞くと何となく楽しい気分になりますね。これからも検温・手洗いなどを継続
して、元気に頑張って欲しいと思います。
世話人：小島

緑町グループホーム
紫陽花の花が似合う季節になりました。梅雨に入り蒸し暑い日もあります。ホームの皆さんは汗を
いっぱいかいて「暑いね！」と帰宅されることが多くなってきました。マスクをしていると暑いです。
でも今コロナ禍でまだマスクは外せません。暑い中マスクをしていると熱中症の危険もあると言われて
います。皆さん仕事に行くときはお茶などが入ったポットを持参して水分補給をされているようです。
夏に向かいホームにいる時もこまめに水分を摂って過ごしてほしいと思います。この時期、食中毒の心
配も出てきます。台所に立つものとして手洗いの励行、消毒、食品の管理をホームの皆さんと気を付け
て行きたいです。
世話人：淡路
－5P－

【工房にじいろ】

醤油は、旨みや甘み、酸味、苦みなど人間が感じる【五味】の味の
バランスが良く、調理用にも卓上の調味料にも使える日本の誇る万
能調味料です。

宮城県産の大豆と小麦で仕込んだ濃口醤油。調味料、甘味料、保存料など
は使用していない為、濃口醤油本来の風味を味わうことができます。通常の
醤油よりやや低めの塩分16％で、濃口醤油ならではの香りと濃厚な味を持
ち、つけ、かけはもちろん、あらゆる食品の調味に適する料理の素材を活か
す明脇役です。醤油はアミノ酸、ビタミン、ミネラル、酵素など、300種類以
上の成分が造り出した発酵食品です。これらの成分・アミノ酸が織り成す繊
細な味・旨みは人工調味料では到底出せない味です。「現在の名工：阿部信
之」の長年のノウハウが詰まった、『にじいろものがたり』の丸大豆醤油を
どうぞお楽しみください。

～醤油には生臭みを消す消臭効果～
お刺身を食べる時に醤油をつけて食べるのは生臭みを消す働きがある
からです。日本料理の食材の下ごしらえの時に「しょうゆ洗い」はこ
の効果を利用しています。

～甘さを引き立てる対比効果～
甘い煮豆の仕上げなどに少量のしょうゆを加えると甘味がいっそう引
き立ちます♪

～塩辛さを抑える抑制効果～
浸かりすぎた漬物や塩鮭など、塩辛いものに醤油をたらすと、塩辛さ
が抑えられることがあります。

300ml／324円(税込)
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【がぎゅうベーカリー】
新登場！今月のおすすめ！角田
産安斉園芸さんのいちごで作った
いちごデニッシュの登場です！い
ちごの果肉を残した大変食べごた
えのあるデニッシュです。どうぞ
ご賞味ください。

住
所：角田市江尻字江西10-1
電
話：0224-51-8388
定 休 日：土曜日・日曜日
お盆・年末年始
※祝日臨時休業有り
営業時間：9:30～15:30

２００円（税込）
【工房美山の里】

角田産！安斉園芸さんのいちご（もういっこ）で作ったい
ちごジャムです！安斉さんが手塩にかけて作ったこだわりの
いちごをジャムにしました！上品な甘さと程よい酸味が絶品
です！工房美山の里、がぎゅうベーカリー、にじいろカフェ
で販売しております。どうぞご賞味ください。
住
所：角田市笠島字出戸28-5
電
話：0224-65-3811
定 休 日：土曜日・日曜日・祝日
営業時間：10:00～15:00
担
当：佐藤

１００ｇ
１５０ｇ
２００ｇ
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３２０円（税込）
４６０円（税込）
６１０円（税込）

★☆虹の園・第二虹の園・第三虹の園からのお知らせ☆★

〈著書・書籍〉

絶賛発売中！

“鎌田式

健康 手抜き ごはん”

（集英社）1,300円+税／鎌田實（著）

医師が考えた楽しく人生を送るための簡単料理

ここまで

簡単

「自分にとっての一冊」
を持つことが大切と信じ
ています。

（鎌田實先生）

でいいんです

【著書の販売先】 ～鎌田實先生のサイン入りの本を各店舗で販売しております～
（角田市） ○がぎゅうベーカリー（0224-51-8388） ○工房美山の里
（0224-65-3811）
○バカ美味ぎょうざ （0224-63-4377） ○ぱぴハウス道の駅かくだ店
○にじいろカフェA&COOP角田店（0224-63-4366）
（多賀城市）○つつみ屋レインボー(022-367-5311）
（川崎町） ○ぱぴハウス川崎店 （0224-85-1656）
【お問合せ：0224-63-1481（虹の園） 担当：岩佐】

■今月の一枚！！！ ～川名正男様の写真コーナー～
■タイトル：デジタル書道「輝」
■コメント：

間もなくオリンピックが開催されます。どんな輝きを観れるのか、
感じるのか、楽しみです。
ここに掲載させていただいている写真は、虹の園玄関へも飾らせていただいております。
お越しの際はどうぞご覧ください。

～ようこそ虹の園へ～（6月1日～30日まで）
■ 3日 玉手様
■ 7日 齋藤様
■ 8日 玉手様
■16日 太平電気株式会社 前澤様、中野様、菅野様
七十七銀行株式会社 奥寺様、山口様
アサンテ 加藤様
菊地様
河北新報社 角田支局 田村様
税理士法人ケーエフエス 齋藤様
わたなべ建装 渡辺様
■17日 角田支援学校 我妻先生
■21日 エネサンス東北 日下様
■22日 河北新報社 角田支局 田村様
七十七銀行 戸村様、三戸部様
■24日 わたなべ建装 渡辺様
■25日 株式会社仙台大気堂 千田様
税理士法人ケーエフエス 齋藤様
■29日 みやぎセルプ協働受注センター 武井様

～ありがとうございました ご寄附・ご芳志～（6月1日～30日まで）
1日 相澤様より“リーフレタス”を頂きました。
1日 横山様より“お菓子”を頂きました。
18日 加藤八州夫様より“じゃがいも”を頂きました。
21日 後藤義次様より“さくらんぼ”を頂きました。
22日 土屋様より“お米2袋”を頂きました。
24日 伊達紋株式会社鈴木様より“マスク・除菌スプレー”を頂きました。

7月の行事予定・来園予定
・ 22日（木）海の日

・23日（金）スポーツの日

社会福祉法人

臥牛三敬会

〒981-1522 宮城県角田市佐倉字町裏一番63番地
TEL 0224-63-1481 FAX 0224-63-3262
担当：佐々木（隆）、佐藤（風）

虹の園の商品がヤフーショッピングで購入できる
ようになりました！新商品も随時販売を行ってい
きますので、こちらのQRコードから覗いてみてく
ださい♪

法人のホームページが新しくなりました！最新情報
を毎日アップしています！
「にじいろものがたり」へも繋がっていますのでご
利用ください。今後も様々な情報を発信していきま
すのでどうぞご覧ください。

サイトURL

ホームページURL

【https://store.shopping.yahoo.co.jp/nijinosono/】

【http://www.nijinosono.or.jp】

E-mail

info@nijinosono.or.jp
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