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 ４月行事予定 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

4月 4日 （月）  納豆生産者直売（スーパーYAMADA青山店） 

4月 6日 （水）  お花見会 

4月 13日 （水）  工賃支給日・一時金支給日・清掃日 

4月 16日 （土）  保護者会役員会・企画委員会 

4月 20日 （水）   料理クラブ（池上さん・小林さん・中村さん・古川さん） 

          サークル活動 

4月 27日 （水）  作業 15時終わり（お迎えが必要な方は時間にご注意下さい） 

4月の指定休    

１班：1・8・15・22・29・日曜日、2 班：2・9・16・23・30・日曜日 

3 班：4・11・18・25・日曜日、4 班：5・12・19・26・日曜日 

5 班：6・13・20・27・日曜日、6 班：7・14・21・28・日曜日、7 班：土・日曜日  

※今月より、担当職員、作業班・休日班の一部変更があります（別紙をご確認下さい）。 

 

 

現場が見える施設長であり続けること！ －新年度への誓い－ 

 

ワークホーム高砂施設長 齋藤克己 

 

 春の爽やかな風が吹き始め、新年度を迎えました。職員と職員チームを育てながら施設改革に取り組み始めて丸三年、この間、風通しの良い施設

風土を作り、職員をクリーニング作業員から利用者のための支援員に育て、チームの団結を構築するのに必死で取り組んできましたが、本年度は、

この成果が問われる年だと思っています。 

 専門性に裏打ちされた高度な利用者支援、ＧＯＴＯとの対等な関係づくり、納豆作業の充実、保護者との信頼関係の深化、どの課題をとっても職

員一人ひとりの成長とチームの団結力がなければ達成できないものばかりです。本物の支援員に育ってきているか、本物の職員チームが出来ている

か。この一年は、このことが試されるのだと思います。 

しかし、心配はあまりしていません。何故なら職員と利用者さんと保護者さんを信頼し、自分の信念を曲げずに今の歩みを進めることで、課題の

達成は成されると考えているからです。その為には、私自身が、「現場」を大切にし、利用者さんにとって最善とは何かを常に思考の中心に据え続

ける努力を怠らないことこそが、何よりも大切だと自分に言い聞かせています。みんなで考えて私が最終決断を行い、責任をとるという基本姿勢こ

そが、責任ある施設長の役割であると肝に銘じておきたいと思います。 

折しも「障がい者差別解消法」が４月から施行されます。耳慣れない「合理的配慮」という言葉が飛び交えば飛び交うほど、何かとても難しい法

律に聞こえてしまうのは私だけでしょうか。とりあえず、自分の中にある「障がい者差別意識」を点検するところから始めたいと思います。一人ひ

とりの人間が社会を作っている、その中には、多様な人がいるのだということ、その当たり前のことを意識しながら、分け隔てのない社会をつくる

ための役割をワークホームも担っていきたいと思います。 

新しい年度の始まりは、春の訪れとともにバイオリズムが崩れがちになる危険な季節でもあります。心を引き締めて、新たな歩みを一歩踏み出し

たいと思います。本年度も、関係各位のご協力をよろしくお願いします。 

 

播淡職員代表者会 

～スポーツ委員会委員長を終えて～ 

  

毎年 6月に加古川陸上競技場で「ばんたん親善運動会」 

が 1000人規模で開催されていますがご存知ですか？ 

ＷＨの皆さんも楽しみにされている行事の一つです。 

この運動会を運営するのが“播淡地区職員代表者会” 

（加盟施設は７０事業所）の 4つの委員会の中の 

“スポーツ委員会”です。22人の委員が３回～４回の会議 

を重ね準備するのですが、昨年度は委員長を任せていただき

ました。一つの大きな行事をまとめ上げる大変さも 

ありますが、短い期間の中に仲間意識が芽生えチームとなって支えてもらっているの

です。有り難い出会いに感謝しています。【西野】                                          

 

 

虐待防止法の研修会に参加して 

 昨年、マスコミに大きく取り上げられた山口県の事業所で起こった虐待のニュース

は、記憶に新しいところです。虐待防止法が施行され“虐待”への意識は高まってい

ますが、①“虐待”というのはどのようなことを示しているのか。②“虐待”を認識

し通報する義務を持てているのか。職員間で十分考えていくことが大切です。 

一番大事なことは、「虐待防止法」は虐待を防ぐための法律であるということです。

山口県のような犯罪になるまで、なぜ止められなかったのか。①人を大切にすること。

②職員同士のチームワークを培い、何でも言える風土づくり。③些細なことでも第三

者が“これは虐待だ”と感じれば虐待になるという、客観的に自分を見つめる目が必

要です。 

虐待を見つけ通報するための法律でなく、防ぐための 

法律だということを肝に銘じ、風通しの良い雰囲気づくりに 

努めていきます。【西野】                                                                      

 

 

三者懇談会が開催されました！ 

 2月 17日から 3月 7日にかけて恒例の三者懇談会を開催

し、利用者さんの意思を確認するとともに、ご家族の意向も

踏まえた個別支援計画の見直しを行いました。この懇談会は、

利用者さんのご家庭での様子やご家族の近況などをお聞かせ

いただき、ワークホームとしてどのような支援を行えばよい

のかを考える良き機会となっています。年々ご家族との信頼

関係が深くなり、30分の懇談時間が少し伸びることもありま

したが、利用者さんの家で見せる顔とワークホームで見せる

顔の違いなども知る事ができ、とても有意義な時間を過ごさ

せていただきました。ご家族、関係者の方には、お忙しい中、

ワークホームにお越しいただき本当にありがとうございまし

た。【齋藤】 

 

保護者企画委員会が開催されました！ 

3月 12日（土）ワークホーム会議室において保護者会企画委員会が開催されま

した。今回の会議では、次年度事業計画の検討と役員改選に向けての話し合いが

行われました。 

事業計画については、本年度の内容を一部見直し、一人でも多くの会員が参加

できる事業にすることが確認されました。また、次期役員については、会長、副

会長については再任の方向で、会計については金谷さんと稲城さんにお願いする

方向で調整が進んでいます。企画委員については、一部の委員を除いで再任の方

向で、また、保護者会の事務をスムーズに進めるために、新たに事務担当者を置

いてはとの提案がなされ、常峰さんにお願いする方向で調整が進んでいます。な

お、次期役員については、5月の保護者会総会（5月 22日《日曜》開催予定）で

諮られ正式に決定されることとなっています。次期役員等でお手伝いして頂ける

方がありましたら、藤野会長までご連絡をお願いします。【齋藤】 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

   

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

３月料理クラブ 
 

３月９日、金谷さん、丸山さん、光宗さん、森崎さん、

宮本の５名で料理クラブに行ってきました。今回のメニュ

ーは「ひな寿司・野菜たっぷり餃子・きゅうりとナムルス・

みぞれ汁・いちご大福」でした。一生懸命に大根おろしを

つくってくれた金谷さん、上手に野菜を細かく切ってくれ

た丸山さん、疲れながらも最後まで餃子の皮に具を入れて

くれた光宗さん、いちご大福をきれいな丸型に仕上げてく

れた森崎さん、みなさん楽しんで料理されていました。そ

して、みなさん残すことなく完食していました。やはり、

自分たちでつくる料理は美味しいんですね！！【宮本】 

今年一年を振り返って、「働く」という事に重きを置き取

り組んできた一年でしたが、形だけは何となくできたよう

に思っています。そしてようやくWHは、スタート地点に

立つことができたのではないかと思っています。来年度は

働くという事を軸に、充実した日々が送れるようなそんな

施設にしていきたいと思っています。【楠 英充】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度は、いろんな業務の担当をさ

せて頂く事が多く、例年以上にやりが

いのある１年でした。その中でも、小

旅行の担当が１番印象に残っていて、

みんなと一緒に USJに行けた事、無事

WHに帰って来れた事、正直終わった

時はホッとしました。 

今回の経験を自信に変えて、来年度は

どんなことにもチャレンジして、楽し

いWH生活を送れるようにしたいで

す。【桂 也人】 

 

この１年を振り返り思う事は、利用者

さんとの仲を深められた１年だったと

いうことです。たくさんの利用者さん

が、困った時には「どうしたらいい？」

と聞きにきてくれました。求められるこ

とはすごく嬉しく、利用者さんが楽しく

作業できる為にはどのような支援や声

掛けをしていけば良いのかとても考え

ました。そして１番心がけた事は笑顔で

接するということです。私自信が笑顔を

心がけるようになり変わった事は、利用

者さんも私に笑顔で接してくれるよう

になったということです。利用者の皆さ

んが私に笑顔で関わってくれた事は、私

の宝物になりました。【森澤 彩乃】 

 

27年度はWHに来て 3年目。支援は

もちろん、学習会担当やホームページ担

当などやることができました。さらに今

年の初めからグループホームの支援員

も兼務しています。これからも自分の幅

を広げられるよう、自信を深めて支援と

業務にあたりたいと思います。 

【藤本 真裕】 

 

ワークホームに来て５ヶ月。作業に

慣れて、利用者さんともいろいろな話

ができるようになってきました。しっ

かり支援が出来るように頑張りたい

と思います。【三輪 明子】 

 

各職員一年の振り返りと新年度への抱負 

今月から平成２８年度！！新しい時代の幕開けとなりました。そこで、 

各職員に２７年度を振り返り、新年度の抱負を語ってもらいました！！ 

 今年度は WH とオリーブの家との兼務という形

でお仕事させていただきました。その中で感じたの

は「暮らしの充実」というのは、簡単そうでとても

難しいということでした。「本当にこのやり方でい

いのか」と悩んだのを思い出します。実際、何をし

たのかと言えば、一緒に食事をしたり、洗濯をした

り、掃除をしたり、休日はお出かけをしたりという

ようなことでした。“一緒”に何かをする中で利用

者さんとの距離が縮まり、少しずつ、オリーブの家

がみなさんにとっての「家庭」となっていったのか

なと今はそう思います。家庭の暮らしが充実してい

れば、仕事も充実できる、また、その逆も言えます。

この経験を通して、WHと家庭を一体で考えるよう

になりました。この視点を大事にして、今後も頑張

っていきたいと思います。【宮本 翔】 

 昔、幼稚園で勤めていたころから、自然と一年を

振り返ってみることが癖になっています。ＷＨの皆

さんも（WHの雰囲気も）年々変わってきています

し、私も皆さんも年は重ねていますが「親離れ」さ

れてこられた方が増えているように思います。３年

前、ある保護者の方が、「ＧＨに入っている二人の

子供が帰省しないようになった。淋しいけど“親離

れ”したんだと思う」「親は、いつまでも生きてい

ないんだから、子供に捨てられる親にならんとあか

ん」と話されたのを覚えています。 

 GHを体験入所したいと希望される方が多くなっ

てきました。順番待ちです。みなさんの成長に、私

たちも負けないよう応援していきたいと思います

(*^^)v【西野 浩美】 

 

 

 

今年度は、いろんな業務の担当をさせて頂く事が多く、

やりがいのある１年でした。その中でも、小旅行の担当が

１番印象に残っていて、みんなと一緒に USJに行けた事、

無事WHに帰って来れた事、正直終わった時はホッとしま

した。 

今回の経験を自信に変えて、来年度はどんなことにもチ

ャレンジして、楽しいWH生活を送れるようにしたいです。

【桂 也人】 

 

この一年は自分にとって学ぶべき事が多かった年だった

と思います。作業内容を覚える事や、利用者との関わり方

など、日々新しいことを学び考えていました。四月からも

また新しく学ぶべき事を学び、支援の力としていきたいと

思います。【松藤 真典】 

 

ワークホームに来て５ヶ月。作業に慣

れて、利用者さんともいろいろな話がで

きるようになってきました。しっかり支

援が出来るように頑張りたいと思いま

す。【三輪 明子】 

 

おつかれさん会が行われました！ 

3月 23日に１年間のおつかれさん会が行われました。 

ケーキと飲み物を美味しく頂きながら、パワーポイントで

写真を見て１年間の作業、行事、サークル等の振り返りを

行いました。 

今回は１年間の○○賞と称し、梅原さん・藤野さん・中

山さんの３名の表彰を行いました。梅原さんは自身の役割

をしっかりと行ってくれたこと、藤野さんは休日に１人で

ディズニーランドへ行ったこと、中山さんは最高齢ながら

作業を頑張っておられることに対しての表彰状の授与式で

した。１年間本当にお疲れ様でした。来年度も頑張りまし

ょう！！【森澤】 
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作業シャツが新しくなりました！！ 

 

 ４月から作業用シャツが新しくなりました。 

ネイビー色のシャツにオレンジ色で 

“ＷＯＲＫ ＨＯＭＥ”のロゴがプリントされ 

ています。 

４月中は長袖、５月から半袖シャツに 

衣替えをする予定です。洗濯乾燥は、 

ＷＨで管理しています。   【三輪】 

 

 ５月行事予定 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

5月 4日 （水）  サークル活動 

5月 9日 （月）  レインボーデー（小林、増田渚、岩西、濵口、岡本） 

5月 11日 （水）  工賃支給日・清掃日 

5月 16日 （月）  スーパーヤマダ青山店試食販売 

5月 18日 （水）   サークル活動 

5月 25日  (水)   作業 15時終わり（お迎えが必要な方は時間にご注意下さい） 

5月 27日 （金）  ばんたん運動会（岩西、大西、光宗、高原、増田渚、森川） 

5月 28日 （土）    のじぎくスポーツ大会（丸山、浅野） 

           

5月の指定休    

１班：7・14・21・28・30・日曜日、2 班：2・9・16・23・31・日曜日 

3 班：3・10・17・24・日曜日、4 班：4・11・18・25・日曜日 

5 班：5・12・19・26・日曜日、6 班：6・13・20・27・日曜日、7 班：土・日曜日  

 

 

就労支援と「暮らしの安定」 
 

                                      ワークホーム高砂施設長 齋藤克己  

 

 

 ワークホームは、働くことを生活の柱に据えた自立を目指す「就労支援事業所」である。したがって、職員は、利用

者がしっかりと働けるように支援することを意識している。「どのように支援すれば作業がこなせるようになるのか」

或いは、「どのような工夫や声かけをすれば作業への集中力を高めることができるのか」などを研究しながら作業支援

に取り組んでいる。 

ところが最近になって、就労をしっかりと支えるためには、彼らの生活を把握しなければならないと強く思うように

なってきた。当然のことではあるが、働くためには先ずは健康であること、暮らしに対する不安がないこと、それらを

含めて生活が安定していることが必要なのである。しかし、こうした「暮らしの安定」とでもいうべき条件に危うさを

もっている利用者が少なからずいることがわかってきた。 

ワークホームに通ってくる利用者の多くは、自宅を生活の場としている。しかし、１０人程度はグループホームを生

活拠点にしていて、世話人さんの援助を受けながら暮らしている。中には、一人暮らしの利用者さんもいて、食事は毎

日がお総菜や弁当で済ませているケースもある。こうした一人暮らしのケースでは、健康管理が難しく、好きな物を好

きな分だけ食べて健康を害している。体重は増え高血圧で血糖値も高く生活習慣病そのものなのである。加えて、季節

感のある衣服調整ができなかったり、タイミング良く散髪に行けなかったり、入浴などの身体衛生保持に問題があった

りする。こうした問題が見えてくると、本人だけでは健康管理が難しいとの現実にぶち当たってしまうのである。 

私がワークホームの施設長になった当初は、クリーニング作業の課題に翻弄され、利用者一人ひとりのこうした生活

課題にまで視野が持てなかったし、「ここは就労支援の場だから、生活課題には踏み込まない」ことを原則にしていた。

ところが、職員の就労支援力が高まってくると、生活課題もよく見えるようになり、「このまま放置できない」との機

運が職員間でも高まってきたのである。 

現在ワークホームでは、一人暮らしの利用者１名と他法人のグループホームに居住する利用者１名の健康管理に直接

関わるようにしている。具体的には、病院への付き添い、毎日の血圧測定、健康に配慮した食事の提供、衣類の管理な

どである。自宅から通われている利用者については、保護者の方にお願いできるとしても、一人暮らしやそれに近い人

には、やはり誰かがアドバイスや直接的な援助をしなければならないと私は考えている。「就労支援事業所の役割です

か？」と問われたら、明確に「違いますよね！」と応えたい。しかし、「じゃあ、彼らは自分の健康を自分で管理でき

ますか？」とも問いたいし、「誰が彼らを守るのか？」とも問いたい。「問題があることを知っていて、知らないふりは

できない！」今は、そんな心境である。 

 

 ４月１６日、保護者会役員会・企画委員会が開催されました。今回は、５月に開催される

保護者会総会に向けての準備で、平成２８年度事業計画（案）や予算（案）の検討を行いま

した。また、新役員等についても話し合われ、新たに企画委員として「瀬戸内さん」「常峰さ

ん」「光宗さん」に入っていただき、常峰さんには会計として本部役員に就任していただくこ

とを確認しました。 

平成２８年度保護者会総会についてのお知らせ 

 

日時 ： 平成２８年５月２２日 １０：３０～ 

場所 ： ワークホーム高砂 食堂 

内容 ： 平成２７年度事業報告・決算、役員改選、 

平成２８年度事業計画･予算の審議など 
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お花見会に行ってきました！！ 

 

 4月 6日、15時から天川東公園までお花見会に行ってきました。 

当日の天気予報は曇り。雨が降らないか心配でしたが、みなさんの 

日頃の行いがよかったおかげで無事実施することができました。 

ＷＨから公園まで歩いて、公園内で桜を見ながら、どら焼き 

（季節は関係ないですが）を食べました。 

「桜きれいな～」「どら焼き美味しい～」等の声を聞くことができました。 

みなさん、のんびりと楽しい時間を過ごすことができたのではないでしょうか。 

今後もこういった「季節」を感じることができる行事を増やしていきたいですね。 

（宮本） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 今月の担当は、桂でした。 

 

１、今井唯衣（いまい ゆい） 

２、B 型 

３、旅行、ゲーム 

４、連休に旅行に行きます。 

５、失敗も数年経てば笑い話 

６、何事もチャレンジしていきたいです。 

よろしくお願いします。 

 

 

 

１、小池美来（こいけ みらい） 

２、A 型 

３、旅行、料理 

４、買い物、食べ物 

５、一期一会 

６、支援員としてサポートできる事はしっかりサポートし、 

一緒に楽しむ時は楽しめる環境が作れるよう努力して 

いくのでよろしくお願いいたします。 

 

 

 

１、岡田美咲（おかだ みさき） 

２、A 型 

３、夜景を見る事 

４、体を動かす 

５、為せば成る、為さねば成らぬ何事も 

６、これからワークホームの職員として 

精一杯頑張りますのでよろしくお願いします。 

 

 

 

１、 大谷彩花（おおたに あやか） 

２、A 型 

３、ドライブ 

４、遠出をする 

５、我道を行く 

６、わからないことだらけなんですが、 

一生懸命がんばりたいと思いますので 

よろしくお願いします。 

 

 

 

１、石井健太（いしい けんた） 

２、B 型 

３、アニメ鑑賞、ゲーム 

４、ゲームで汗を流す 

５、最強の敵は自分 

６、グループホームでの経験をワーク 

ホームでの支援に活かせたらと思います。 

 

１、 中右祐企（なかう ゆうき） 

２、O型 

３、ボルタリング 

４、スポーツをする 

５、無功徳 

６、ワークホームに一員として頑張ります。 

よろしくお願いします。 

 

 

  

“スーパーＹａｍａｄａ青山店”初の試食販売！ 

 ４月４日の月曜日、初めて青山店の試食販売に行かせていただきました。月曜日は

「全品一割引き」もあって、さらにお客様の多い日です。試食販売ベテランの増田君、

初めての三輪支援員、慣れてるはずの西野の三人で伺いましたが、少し緊張気味の私

たち。でも、商品を並べる傍から買っていってくださるお客様もあり、少し気持ちも

和らいで開始しました。次々と買ってくださり「いつも食べてるよ」「美味しいね」と

言う生のご意見を聞くことができました。 

次回５月１６日（月）も青山店で試食販売をさせていただく予定です。 （西野）                     

新人紹介 
今年度から新しく 6名の方がワークホームの職員としてやってきました。 

ここで 6名の方の簡単なご紹介をします。 

 

 

 

 

 

１、 名前          ３、趣味                   ５、座右の銘 

２、 血液型         ４、休日の過ごし方左右の銘      ６、利用者、保護者さんに向けて一言      ※イラストは職員の好きな食べ物 
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6月 1日 （水）  サークル活動 

6月 6日 （月）  レインボーデー（灘、瀬戸内、稲城、森崎、常峰、木本） 

6月 8日 （水）  工賃支給日・清掃日 

料理クラブ(丸山、永田、森川、金谷) 

6月 15日 （水）  サークル活動 

6月 19日 （日）   姫路福祉保育専門学校学園祭にて納豆販売 

          保護者環境整備 

6月 20日  (月)   スーパーヤマダ青山店試食販売 

6月 22日 （水）  作業 15時終わり(お迎えが必要な方は時間にご注意ください) 

6月 29日 （水）  スーパーヤマダ阿弥陀店試食販売 

          避難訓練（お迎えの方は 16時でお願いします。） 

 

６月の指定休    

１班：6・13・20・27・日曜日、2班：7・14・21・28・日曜日 

3班：1・8・15・22・29・日曜日、4班：2・9・16・23・30・日曜日 

5班：3・10・17・24・日曜日、6班：4・11・18・25・日曜日、7班：土・日曜日  

井野先生、いつもありがとうございます 

～嘱託医による医務指導～ 

 

ワークホームでは、月に一度、嘱託医である 

井野先生（井野病院長、法人あかりの家理事）を 

お招きし、医務指導を行っていただいています。 

内容としては、利用者さんの健康状態の確認、 

作業現場の環境確認を行っていただいています。 

井野先生からは、「作業場の風通しがよくなっており、作業場自体もきれいになってきている」

とのありがたいお話もいただくようになりました。今後も利用者さん、職員共により良い環境で

の作業ができるよう日々考えていきたいと思います。               〈宮本〉 

６月行事予定 

① 6月 11日（土曜日）は納豆班の保護者参観日になっています。 

その為、6月 14日（火曜日）は納豆班はお休みとなります。 

② 6月 19日（日曜日）は保護者環境整備となっています。詳細につきましては、後日

お知らせいたします。ご協力お願いします。 

③ 6月 29日（水曜日）に避難訓練を実施します。 

  開始時間 15時 15分、終了予定時間 16時を予定していますのでお迎えの方は、16時

でお願いします。 

お知らせ 

「庵」（障害者支援施設）を一緒に見に行きましょう！ 

 

ワークホーム高砂施設長 齋藤克己 

 

 ５月２２日（日）、平成２８年度保護者会総会が開催され新しい役員の選出や事業計画などが決定されました。本年度は２７

名（出席率６５％）の参加でした。この数字が高いのか低いのかは判りませんが、出席者の顔ぶれが固定しつつあることが気に

なりました。今後のワークホームの運営を考えると、広く保護者の意見を集約していただく場として、やはり出席率は１００％

であって欲しいと贅沢な想いを持っています。 

ところで、本年度は９月と１１月に保護者研修会を開催することが決まりました。昨年度も保護者研修会が開催され、法人あ

かりの家の歴史や事業展開について三原園長にお話しをしていただきました。本年度の研修会については、前年度から保護者企

画委員会において検討が進められ、先進施設の見学をすることになりました。「訪問先については園長に任せる」とのお話しが

ありましたので、先日、京都府京田辺市にある「社会福祉法人ライフサポート協会」に連絡をとり、訪問･見学をさせていただ

くことについて快諾していただきました。日程は、９月１８日（日曜）です。後日、保護者会から案内が通知されますので、保

護者の方は是非、その日を空けておいてください。 

ところで、「社会福祉法人ライフサポート協会」は、障害者支援施設「庵」が有名です。大集団の支援形態ではなく、グルー

プホームに近い形式の建物と施設運営を１０年以上前から進めています。グループホーム「わくわく」やリネン作業などを行う

「工房グリーンフィールド」、障害者就労事業所であるフランスレストラン「あんじゅ」など、多様な事業を展開しています。

また、発達障害者山城南圏域支援センターなども有していて自閉症・発達障害者への支援も熱心に取り組んでおられます。見学

会は、レストラン「あんじゅ」で昼食をとりながら法人の説明も行っていただけるよう、先日、オーナーの樋口さんと打ち合わ

せも済ませています。まだ少し先の話ですが、現在のワークホームと将来の利用者を考えるうえで、より多くの保護者の方の参

加をお願いします。 

平成 28 年度保護者会役員 

役職 氏名 

会長・企画委員 藤野 洋一 

副会長 

企画委員 

増田 健治 

会計・企画委員 西谷 佳代子 

稲城 薫 

常峰 真紀子 

会計監査 

企画委員 

金谷 福子 

濵口 咲子 

企画委員 伊集院 敬子 福田 日登美 

永田 入江  池上 たか子 

東西 芳美  中村 武義 

瀬戸内 秀夫 光宗 千佳子 

 
今月の担当は中右祐企でした 

《保護者会総会 報告》 

５月２２日、ワークホーム高砂において、会員２７名（委任状１２名は別）の参加を

得て平成２８年度総会を開催し、全ての議案が原案どおり承認されました。なお、新役

員は任期２年で右表のとおりです。今後ともご協力をよろしくお願いします。 

                  （ワークホーム高砂保護者会長 藤野 洋一） 
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～料理クラブ～ 
４月２６日と５月１８日に料理クラブがありました。 

４月の料理クラブは、「血糖値を上げにくくする食事」がテーマで、麦ご飯や鯛の梅

風味、春菊としめじのからし和えなど、季節の食材を使ったメニューに池上さん、小

林さん、古川さんが挑戦しました。献立メニューとは別に、料理の先生が鯛のアラで

アラ汁を作ってくださり、利用者さんも職員もお腹いっぱい大満足の一時でした。（西

野、岡田） 

 

５月の料理クラブは、「鮭のホイル焼き」「ほうれん草と納豆の和え物」「大根のと

ろみスープ」「手綱寿司」「いちごゼリー」に挑戦しました。利用者は、立岩さん、灘

さん、今津勇三さん、田中さんの男性４名で、魚橋先生や原先生の指導を受けながら、

とまどいながらも楽しく料理づくりに挑戦しました。私は初めての料理クラブでした

が、作業時とは違う利用者さんの表情を見ることができ、とても貴重な時間をすごす

ことができました。（今井） 

 

 

海遊館へ GO！！ 
 

今年度最初のレインボーデーは海遊館に行ってきました。 

メンバーは小林さん、増田渚さん、岩西さん、濱口さん、岡本さんで 

職員は大谷、桂でした。 

今回、初めてジンベイザメを見る方が多く、みなさん想像以上の大きさに 

驚くばかりでした。また、サメに触れ合えるコーナーもあり、意外にもみな 

さん積極的にサメに触って海遊館を満喫されていました。 

ちなみに職員の桂は怖くて触れませんでした。（笑） 

 

 

 今年度もサークル活動が始まりました！！ 
 

ワークホームでは、月 2回、水曜日の 15：00～16：30までの時間をつかってサークル活動を行っています。作業とは違う場

面での「充実」に繋げたいと思っています。今年度については、スポーツ、写真、園芸に加えて、図工サークルを創設しまし

た。メンバーについても、利用者さんから希望を募り、新たな体制での活動をスタートしました！       〈宮本〉 

新利用者さん紹介 
 ４月１日から、新しく仲間が増えましたのでご紹介します。 

名前 ： 大野 寛貴（おおの ひろき）                       

年齢 ： ３３歳 

趣味 ： 読書。太宰治の小説を読んでいます。 

好きな食べ物 ： 鶏の照り焼き 

ワークホームについて ： みんなと会話するのが楽しい。 

今後の目標 ： 将来的に就職できるようにワークホームで 

しっかりと頑張りたいです。    

 

 
今年度の写真サークルは、四季折々

の風景や街並みを写真に収め、写真を

通じて季節を感じられたらと思って

います。また、風景や景色だけではな

く、影や道具を使ってオモシロ写真な

どの撮影にもチャレンジしていきた

いです。 

目標として、１年の終わりには、自分

が撮ったベストショットを１枚選び、

それを展示できたらと思います。 

              〈桂〉 

 

 

 現在スポーツサークルでは、メ

ンバーにのじぎくスポーツ大会

の参加者もいるため、全員でラン

ニングをしたり、ストレッチを行

ったりして基礎体力作りに取り

組んでいます。６月からは、大縄

跳びに挑戦しようと思っていま

す。初めは笛に合わせて飛ぶこと

から始め、目標は「３か月で 10

回！」みんなで息を合わせ、他人

を意識し、一つの事を全員でやる

事が最大の目標です。 〈楠〉 

 
 

 

4 月から新しく始まったサーク

ルです。「ワークホームの壁面を季

節ごとに飾る、メッセージカード

等の制作する」事を活動の主軸に

して“作る楽しみ・見てもらう楽

しみ”をワクワク感じて欲しいと

思っています。 

11 人の部員さん！！がんばりまし

ょう♡         〈三輪〉 

 

 

 

 
 “育てる喜びを知る” 

スプラウトって知っています

か？ カイワレ大根・豆苗・ア

ルファルファ・レッドキャベツ

を水栽培中です。日々の成長を

楽しみながら、大きくなったら

食べられる…こんな喜びや、花

壇をきれいにしたり、野菜を育

てたりと色々考えています。み

んなでワイワイにぎやかで楽し

いサークルです。   〈西野〉 

 

写真サークル 園芸サークル スポーツサークル 図工サークル 

平成２６年度の途中から、生活習慣病の予防や体力をつける事を

目的として昼休みに 15分程度のウォーキングを行っています。 

 開始当初は 2人だけで行って 

いましたが、「私もやりたい！」 

という声があがるようになり、 

現在では、約 12名の利用者で行 

っています。    〈藤本〉 

ウォーキング 
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 １１月行事予定 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

オゾン消毒機設置完了！！ 

 仕分け班の汚染物について GOTO さんの 

トラックの中で、汚染物処理を行えるよう 

各トラックに汚染物処理の機械を設置して 

頂きました。 

疥癬やノロウイルス、その他の感染症対策 

として、少しでも利用者の方が安心して作業が 

行えるよう企業と協力しながら今後も考えて 

いきたいと思います。（桂） 

 

ありがとうございました！！ 

～父親の会開催される～ 

 10月 23日（日）に父親の会が開催されました。今年度は 13名の保護者の

方にご参加いただきました。 

活動内容としましては、駐車場の緑地帯の草抜きと商品ラックの下に敷く

プラダンの作成をしていただきました。草抜きについては、広い駐車場の周

りの緑地帯の草を全て抜いていただきました。プラダン作成ではお父様方の

経験と知識を活かし効率よく作業していただきました。初めは雑談も含めな

がら和やかにしていましたが、徐々に皆さん集中し黙々と作業に打ち込む姿

がとても印象に残りました。今回ご参加の皆様、本当にありがとうございま

した。次回 開催時にはより多くのご参加よろしくお願いします。（楠） 

≪ゴトウ・アズ・プランニング社との会議を開催！≫ 

１０月１９日（水）、ゴトウ・アズ・プランニング本社において本年度３回目の会

議を開催しました。通算１４回目となる今回の会議は、初めて本社の会議室をお借り

しておこないました。議題は、①リサイクル装置撤去とその後の計画 ②駐車場の使

用方法のほか、１１月１９日に予定されている保護者会の本社見学と懇談会について

打ち合わせを行いました。また、「たたみ班」の作業課題について話し合うなど、課

題共有のための有意義な時間となりました。（斎藤） 

作業服衣替え、その難しさ 

一昔前までは、10 月 1 日が夏服から合い服への衣替えの日でした。ここ数年は特

に残暑が厳しいように思われます。今年は 10 月の声を聞いても日中温度が 30℃の日

が続きました。「10 月になったから衣替えですか？」という声も聞かれましたが、天

気予報の気温をチェックして日中温度が 24℃になる予報日 10 月 10 日を作業シャツ

衣替えの日と決めました。 

暑さ寒さの感じ方は個人差があり、とても難しいですが“日中温度の数字を見て衣

替えの日を決める”というのも、方法の一つだと思いました。     (三輪) 

 

成年後見人さんとの連携 
 

ワークホーム高砂施設長 齋藤克己 

 

 ワークホーム高砂とグループホームの利用者で「成年後見制度」を利用されている方が３名います。何れの方もご両親がお亡くなりにな

っていたり、ご家族が後見的役割を行うのが難しい方です。 

女性のＡさんは、行政からの申し立てにより家庭裁判所が選任した司法書士さんが後見人です。また、男性のＢさんは、叔父さんが申し

立てを行い、司法書士さんが選任されています。そして男性のＣさんについては、私が行政に相談を持ちかけたことがきっかけで行政申し

立てをしてくださり、先日、社会福祉士さんが選任され顔合わせを済ませました。 

 この成年後見制度については、一昨年の保護者研修会で学習したように、家裁が選任した成年後見人が本人の意思を尊重しながら権限の

範囲に応じて本人の財産を管理し、身上看護の事務を行うことになっています。ですから、主に財産の管理と行政との調整などをしていた

だけるので、私としては大変助かっています。特に、年金や貯金の管理をしていただけるので、グループホームとしての責任が軽減されて

とても有難いのです。また、ご家族がご高齢となり行政手続きが難しくなる場合でも、後見人さんが行政手続きをしてくれるので、事務の

煩雑さからも解放されるのです。 

先日、Ａさんの母親がお亡くなりになった時も、病院の手続きや火葬場の手配、納骨堂の手配まで全て後見人さんがしてくれました。身

寄りのないＡさんだったこともあり、事前に関係者が集まり、ご本人が困らないように「その時」の打ち合わせを綿密に行いましたが、つ

くづく成年後見人の必要性と関係者の連携の重要性を感じました。いくら制度があっても、関係者の協力と連携がなければ十分に機能しな

いのが現実です。そのためには、日常の関係者の顔合わせが必要で、ワークホームでは、年に２回の三者懇談会の時には、必ず成年後見人

さんにもお声をかけて関係者が一堂に集まるようにしています。 

保護者さんの高齢化にともない「成年後見制度」を利用する方が今後増えると思いますが、これからも関係者の連携を常に意識しておき

たいと思っています。 

 

11 月 2 日 （水）  サークル活動 

11 月 7 日 （月）  レインボーデー（古川、光宗、藤野、松永、梶並、福田） 

11 月 9 日  （水）  工賃支給日・清掃・料理クラブ（玉木、森崎、大西、本田） 

11 月 16 日 （水）  サークル活動 

11 月 22 日 （火）   ばんたん文化祭 

11 月 30 日  (水)   作業 15 時終わり（お迎えが必要な方は時間にご注意下さい） 

 

           

１１月の指定休    

１班：5・12・19・26・日曜日、2 班：7・14・21・28・日曜日 

3 班：1・8・15・22・29・日曜日、4 班：2・9・16・23・30・日曜日 

5 班：3・10・17・24・日曜日、6 班：4・11・18・25・日曜日、7 班：土・日曜日  

 

プラダン作業 草抜き作業 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今月の担当は石井でした。 

特別支援学校から実習生を 

受け入れました！！ 

 10 月 3 日～7 日に「東播磨特別支援学校」

から 2 名、10 月 17 日～21 日に「いなみ野

特別支援学校」から 1 名の実習生を受け入れ

ました。今回来られた学生さんたちは全員高

等部 3 年生。一人ひとりの進路や目標に合わ

せた実習にする為、毎回職員側も意識を高め

て受け入れを行っています。実習期間は 5

日間という形が多く、少し慣れてきたかな？

という頃にいつも最終日を迎えます。その限

られた時間の中で実習生、職員共に成長でき

る機会になればといつも考えています。今後

もこういった学生さんたちの力に少しでも

なれるよう日々励んでいきたいと思います。

（宮本） 

 

“なっとこちゃん” 

出張試食販売いたします！  

by 納豆班 

 月一回程度、スーパーヤマダ様の生産

者直売コーナーで「試食販売」をさせて

いただいています。７月には初めて 

姫路福祉保育専門学校の学園祭で販売

させていただきました。来月は、４回目

になりますが、淡路の五色精光園祭に 

お声をかけていただき参加する予定で

す。イベント等での出張試食販売もさせ

ていただきますので、お声をかけて 

くださいね。（西野） 

サークル活動報告 
 現在、月 2 回で実施しているサークル活動ですが、みなさん毎回楽しんで参加されていま

す。今回は 10 月 19 日に実施された各サークル活動の様子を紹介したいと思います。（宮本） 

 

 

一枚一枚シャッターチャンスを逃しませ

ん！！写真を撮る時の表情は真剣！！ 

 

9月と 10月のレインボーデー 

9 月 30 日、東西さん、大野さん、竹林さん、岸本さん、木澤さん、 

立岩さん、楠支援員、中右で、神戸ワイナリー農業公園の「バーベ 

キュー」、「陶芸体験」に行きました。           

陶芸体験では絵付けをそれぞれ赴くままに描いていき、月や太陽 

など自然を表現される方もいれば、出されているすべての色を使い、   

横のボーダーにしてみたり、世界で一つしかないオリジナルの器を  

作ってきました。農業公園での散歩、バーベキューを食べながら景 

色を眺めたりと日頃の疲れが癒された一日となりました。（中右） 

 

 

                    10 月のレインボーデーは今津勇三さん、玉田さん、本田さん、大西さん、小南

さん、丸山さんと引率の桂職員、岡田で神戸にある布引ハーブ園と異人館のスター

バックスへ行きました。あいにくの天気でしたが、ハーブ園ではロープウェイや、

山頂からの景色を、スターバックスでは美味しいコーヒーを堪能することが出来ま

した。帰りの電車では熟睡されている利用者さんもおられ、一同大満足のレインボ

ーになりました。（岡田） 

スポーツサークル 

 

図工サークル 

 

～9月編～ 

次は何を育てよう？？ 

花壇の土を入れ替え中です！！ 

 

～10月編～ 

兵庫県知的障害者福祉大会に参加して・・・ 

10 月 14 日（金）に南あわじ市文化体育館で行われた「第 60 回兵庫県知的障害者福祉大会」に参加させていただきました。

公演は大阪医科大学ＬＤセンター顧問、武田契一先生の「知的障害者の合理的配慮」と行政書士、渡部伸先生の「障害のある

子の家族が知っておきたい－親なきあと－」でした。竹田先生のお話からは『合理的配慮は他の子どもたちと同じスタート 

ラインに立つために「好意」で行うものではなく、子どもの「権利」である』ということに勇気づけられました。渡部先生 

からは「親なきあと」「お金の準備」等、一見深刻になってしまいそうな内容をわかりやすく、準備や生活の確保の仕方、 

支援をどこに頼めばよいかを聞くことができました。グループホームに送り出す親の気持ちも聞くことができ、身の引き 

締まる思いになりました。（木澤） 

料理クラブ 

メニュー：鯖寿司、酢豚、香りきんぴら、錦糸卵、三つ葉の吸い物、おはぎ 

10 月 5 日、濱口さん、増田康孝さん、増田渚さんが料理クラブに参加しました。当日のメインメニューである鯖寿司は 

鯖一本丸々使い、豪華で迫力がありました(笑)。皆さん料理も洗い物もとてもテキパキと動かれ、先生方からたくさん褒めて

頂きました♪。 

「おはぎは萩の季節に作るからおはぎと言います」と先生から教えていただき、料理技術以外にも勉強をさせてもらった 

料理クラブでした。「美味しい」の言葉が飛び交う素敵な食事時間を過ごされた後、大きな鯖寿司とたくさんのおはぎは 

ワークホームへ持ち帰りました。（今井） 

 

写真サークル 

 

園芸サークル 

 

目標はみんなで大縄跳び！！ 

今はその目標に向かって個人練習中！！ 

 

季節はもう冬…。クリスマスに

向けて、展示品を作成中！！ 
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 １２月行事予定 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

今月のワークホームだよりの担当は藤本でした。 

○１２月５日（月）  レインボーデー(浅野・池上・伊集院・金谷・玉木) 

○１２月７日（水）  料理クラブ（伊集院・西谷・本田・松永）、サークル活動、歯磨き指導 

○１２月１４日（水） 清掃日、工賃支給日  

○１２月１８日（日） 保護者会クリスマス会 

○１２月２１日（水） サークル活動   

○１２月３０日（金）～１月３日（火） 年末年始休み(注意！) 

＜１２月の指定休＞ 

・１班：毎週月曜 ・２班：毎週火曜 ・３班：毎週水曜 ・４班：毎週木曜 

・５班：毎週金曜 ・６班、７班：毎週土曜 ※以下の注意事項に気を付けてください。 

 

 

①１２月１７日(土)にあかりの家３０周年記念講演会のため、全班休みになります。 

それに伴い、次のようになりますのでご注意ください。 

 ・１１日(日)は、１７日(土)の振替のため１～５班は通所日になります。６・７班は休みです。 

 ・１７日(土)、１８日(日)は、全班休み(連休)です。 

②２８日(水)は、１５時に終了となります。送迎が必要な方はご注意ください。 

③１２月３０日(金)～１月３日(火)は年末年始のため、全班休みになります。 

④仕事始めは、１月４日(水)からです。２班の方は指定休のため５日(木)からです。 

 

 

 

 

 

ワークホーム高砂施設長 齋藤克己 

 

  あと１カ月で、２０１６年も終わります。この一年も様々なことを感じ考えたように思います。何よりも衝撃的だったのが、７月

２６日の津久井やまゆり園の許しがたい事件です。障害の重い人たちの「命」について改めて考えることになりました。そういえば、

これまでは「命」について、日常、あまり突き詰めて考えることがなかったように思います。「命はかけがえのないもの、この世で命

より価値のあるものなどない」と、頭では理解し整理していたつもりでしたが、そんな一般論だけでは駄目だと思うようになりました。 

「命」の重みは、「その人との関係の強さ」と比例するのではないかと思います。その人とどれだけ深く真剣に関わり、その人をど

れだけ想っているのかによって、その人への感情移入の進度が異なり、「その人の命」の感じ方が変わるのではないかと思います。で

すから、「障害」があるとか、「障害が重いから」などの一般的な理屈で「命」の重みを語ることは許されないのです。ましてや、社会

的有用性を基準にすることなど論外です。つまり、「命の重み」とは、「私」にとっての「その人の命の重み」なのです。つまり、Ａさ

んと知り合うまでは、私にとってＡさんの命は一般的な命の重みや価値でしか語られないものですが、Ａさんとの関係を深めていけば

いくほど、Ａさんの命は私にとってより重くかけがえのないものになりゆくのです。そして、大事なのは、私にとって大切な「命」が

あるように、他者にも同様のことがいえるのだと、知らない人の「命」にも思いを寄せられる人でなければならないということです。 

１１月２８日と２９日は、地元の曽根小学校の４年生と先生がワークホーム高砂の見学にやってきます。その際には、「福祉教育」

の一環として話をすることになりますが、今年は「自分の命」「家族の命」「障害者の命」について語りあえたらと思います。できれば、

「南スーダンの人々の命」にまで話を広げながら、「知らない人の命」について、子どもたちと一緒に考えてみたいと思っています。 

 

11月19日(土)に保護者会によるGOTO本社の会社見学会に同行させて頂きました。

5500 坪という広大な敷地に建坪 2500坪の立派な事務所兼倉庫がありました。全国の

営業所をここで一元管理しているということで、整理整頓が行き届き、しっかりと 

清掃された倉庫でした。安杖社長より会社の中をご説明いただき、保護者様も自分の

お子さんたちが、仕上げた商品を見たり、今回新たに導入して頂いたオゾン消毒器も

実際に見たり有意義な時間だったと思います。（楠） 

 

 小旅行について 
今年も冬が近づき、小旅行の季節となりました(^-^)今回は、岡山と京都の 2 か所から利用者

さんにアンケートをした結果、僅差ながら京都に決定しました！2017年 1 月 29 日(日)に予定

しております小旅行では、今年 4月にオープンしたばかりの京都鉄道博物館への観光と美味しい

昼食やカラオケなどを計画しようと考えています。また、今年度は利用者の中から、企画委員(浅

野さん・玉田さん・森崎さん・岡本さん・棒谷さん・森川さん・岸本さん・稲城さん)を募りま

した！企画委員の 8名を中心に、楽しい小旅行となるよう企画していきたいと思います。（岡田） 

保護者会 GOTO本社を見学！

１０月２８日に（株）ゴトウ・アズ・プランニング社の第２６期経営計画発表会に西尾理事長と

一緒に参加させていただきました。昨年も、参加させていただきましたが、経営状態は順調に右肩

上がりでいつも感心させられます。今年度は集配車へのオゾン消毒器の導入・決算利益還元賞与の

導入とご協力をいただきました。競争の厳しい業界において、少しでもお客様に近い会社を目指そ

うとする姿勢をお聞かせいただき、ワークホームもお客さんを意識した生産作業の必要性を感じま

した。（楠） 

GOTOの経営発表会が開催されました

１１月に入り急に寒さが増した１１月７日、それまでの薄

手の長袖 Tシャツから冬用作業着として長袖トレーナーに変

更しました。これからは下に着るインナー等で体温調整を図

りながら寒さ対策を進めていくこととしています。(桂) 

 

作業ユニフォームが冬用になりました！

「命」のこと・・

あかりの家創立３０周年記念式典が開催される！ 
１１月４日(金)、あかりの家創立３０周年記念式典及び祝賀会が鹿島殿で開催されました。当日は、高砂市長をはじめ 

兵庫県障害福祉局長の関様など、多数の来賓の方々にお集まりいただき、三原園長からあかりの家３０年の歩みの報告があり、

法人の創立にご尽力いただいた柿木後援会長やボランティアの方々など８名の方に理事長から感謝状が贈呈されました。 

また、祝賀会では、３０年の歩みをスライドで振り返り、設立当時から運営にご協力いただいた関係者の方から想い出を 

語っていただくなど、和やかで楽しい催しとなりました。ワークホームからは、藤野保護者会長が来賓として出席され、 

保護者会からはフラワーアレンジメントとお祝いの寄付をいただきました。本当にありがとうございました。この場を借りて

お礼申し上げます。（齋藤） 

 

 

今後の予定の注意事項



１１月７日、光宗さん、古川さん、藤野さん、福田さん、松永さん、梶並

さん、宮本支援員、大谷で塩づくり体験をしに赤穂海浜公園へ行ってきまし

た。海洋科学館では塩に関するクイズのできるコンピューターがあり、みな

さん難しいと言われながら何回もチャレンジしておられました。塩づくり体

験では、２グループに分かれ、鍋に入った灌水（塩分濃度の高いもの）を火

にかけ順番に竹の棒で混ぜていきました。水分が飛ぶと塩の完成です。自分

たちが作った塩を袋に入れ嬉しそうに見せてくれました。普段できない体験

ができ、帰りの電車でも楽しかったとおっしゃっていました。(大谷) 

美味しい料理をがんばって作りました 

 

１１月１２日（土）、希望山荘の入居者全員が加古川ツーデーマーチに参加しました。休憩を挟みながらのんびり

と加古川の町を歩き、電車や高速道路、花等を見て皆さん楽しくお話されながら、５km を笑顔で歩き切りました。 

帰りの車に乗ると「楽しかった、また参加したい」と元気な声が聞こえました。全員初参加で初めはそわそわして

いましたが、天候にも恵まれ、素敵な一日になりました。(今井) 

１１月２０日（日）、希望山荘日笠においてベーコンパーティーを開催しました。４年前の希望山荘設立２０

周年に初めて開き、毎年１１月に開催しています。作り方を伝授してくださったのは今津房子さん。燻製する

三日前から下ごしらえ、当日は朝６時から仕込み、４時間燻製と手間がかかりますが、出来上がりまでのおし

ゃべりもベーコンパーティの最大の楽しみとなっています。当日は法人監事の三木さんやステップハウスの橋

本理事長、それにあかりの家の三原施設長なども参加してくださいました。また、当日はオリーブの家の利用

者も集合し、自己紹介あり笑いありの楽しいパーティとなりました。(木澤) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

レインボーデーに行ってきました！ 

 

11 月 9 日(水)に大西さん、玉木さん、福田さん、森崎さん、宮本で料理

クラブに行ってきました。当日のメニューは「コロッケ」、「トロトロ野菜ス

ープ豆乳入り」、「焼きおにぎり」、「豆腐のみたらし団子」でした。笑顔でコ

ロッケの下準備をしてくれた大西さん、慣れた手付きで野菜を切ったり、コ

ロッケを揚げたり料理上手だった玉木さん、おにぎりを三角にしたり、団子

をお鍋に入れてくれた福田さん、苦戦しながらも一生懸命おにぎりを焼いて

くれた森崎さん、様々でした。みなさん、自分たちでつくった料理を残さず

美味しくいただいていました。おかわりもしていました(笑)。(宮本) 

１０月の末は“加古川カトリック教会のバザーで納豆販売”。１１月に入っては、いつものお客様に加え“社会

福祉法人あかりの家３０周年のお土産”や淡路にある“五色精光園祭での試食販売”そして“WH保護者会のゴト

ウ アズ プランニング見学の手土産”と沢山のお仕事をいただきました。それに向けてのパネル作り・新しいチ

ラシ・ラッピングと初めてのことにも挑戦しました。記念式典用には手作りのラベルを用意し「祝３０周年」と

一枚一枚、二人の利用者さんが書いてくれました。一時間も練習され、職員がビックリするほどの集中力で心を

込めて作成してくれました。良い経験をたくさんさせていただき、ありがとうございました。 これからもご注文

をよろしくお願いします。(西野) 

 

東はりま特別支援学校１年生見学

会 
１１月１５日、毎年恒例の東はりま特別支援学校の生徒による見

学会を実施しました。見学には３９名の生徒さんが訪れ、施設長

のお話を聞く班と現場見学・作業体験を行う班の２班に分かれて

行いました。作業体験では初めてのことで緊張も感じられました

が、順番を静かに待つことができ、また「お願いします」・「あり

がとうございます」もしっかりと言うといったことができていて

感心させられました。後日頂いたお礼の手紙には「給料を貰うた

めに、タオル一枚に責任と重みを感じました。」「教えていただい

た体力・あいさつ力・通勤力・計算力・時計力をしっかり身に着

けたいです。」と書かれており、私も改めて働くことの基本をしっ

かり教えていかなければと再確認させてもらいました。(楠) 

１１月２２日、今津勇三さん・玉田弘美さん・吉田享平さん・棒谷高

士さん、稲城俊輝さんの５人と職員の西野・石井の合計７人で、姫路市

文化センターで開催された「ばんたんゆうあい文化祭」に行ってきまし

た。合唱や合奏だけでなく手話や創作ダンス、書道パフォーマンスやミ

ュージカル、ヨガ等演目が目白押しで、好みの演目の時には自分から体

全体を動かしたり手拍子をしたりと楽しそうに見られていました。４時

間という長丁場でしたが皆さん最後まで楽しんでおられました。（石井）

ですね。(宮本) 

１０月２８日、小野市うるおい交流館エクラで開催された播淡職員研修会に参加しました。加西病院の久保田康

愛先生の講義を聴き、８０人近い人数の職員が小グループに分かれて、創作事例をもとにグループワークを行い

ました。“保護者も含めた支援のあり方”をテーマに具体的支援の継続の大切さを考える一日でした。本人の目線

で家族と共に、ということを忘れずに日々の支援につなげていきたいと思います。(三輪) 

播淡職員研修に参加して 

 

グループホーム希望山荘日笠 ツーデーマーチ＆ベーコンパーティー 

ばんたんゆうあい文化祭に行きました♪
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