店長様の祝辞、利用者代表による開会

お店をしていると子供の出し物が見れな

で行われ、お店は外だったので一体感がな

「会場が広くて良かったが、出し物は中
理事長の挨拶、来賓広島銀行内藤支 い」

などの対応をしました。
前日の準備はあいにくの土砂降り よう」
でしたが、当日は嘘のように晴れあ
がり、今年初めての試みに考えた旧

の出し物が次々と披露され、今年のゲス

施設内・外で行うメリット・
デメリットが

などの意見を貰いました。
和木小学校でのふれあいまつりが始 宣言のあと、体育館では、恒例の各施設 かった」
まりました。

安穏（
あんのん）」
によるトーンチャイ あり、今後の課題だと思います。いずれに
広い会場のあちこちで、お店の準備 ト「

こころね）」
によるオカリナの しても来年のふれあい祭りに向けて、より
をする人、食べ物の準備をする人、会 ム、「心音（

良い行事となるよう法人全体で努力して

トーンチャイムは実際職員も飛び入り 参ります。大和農園副園長 皆川 恵美子

場設営をする人、みんなとても生き 演奏も素敵でした。
生きとしていました。

六月から打ち合わせなどの準備を で体験させていただき、ゲストと会場が

かれた施設としての第一歩を踏み出せ

地域の方々の参加も多く、地域に開

始め、何度も会場に足を運び、初めて 一体となりました。
の場所での開催だから問題は山積み
だと覚悟を決めていました。

しかし、課題も多く残りました。

「会場が施設と離れているから準備 たと感じました。
に手間取るだろう」「
利用者さんは移

あかしあホーム開設

ＧＨ、支援センター事務所移転 ２

大和学園、もりの輝舎

３

とよの郷、大和農園

４

ともがき、あゆみ作業所

５
職員紹介、障害者週間、事故報告

みどりの町ＨＰ http://www.midorinomachi.or.jp もご覧下さい！
ＴＥＬ０８４７−３４−１０１０

売り場が外なので、
動が大変だろう」
など想定して、「早 保護者の方から、「
めの準備をしよう」
「
送迎バスを借り
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６
苦情受付、お知らせ

１
みどりの町ふれあいまつり

広島県三原市大和町箱川１４７０−２
〒７２９−１３２２

みどりの町
社会福祉法人

１２月２１日
平成２８年
発行日

第７３号
機関紙

みどりの町だより

十月二十三日 第十九回みどりの町ふれあい祭り
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してもらい、介護する職員の負担も軽減

【あかしあホーム・新事務所外観】

（旧広島青少年スポーツセンター）

あります︒フロアの部屋は

〇居室は畳の部屋とフロアが

出来ます♪

食堂で食事や団欒が

〇新しい、広々したきれいな

入浴する事が出来ます︒浴室の

保持が難しい方も、安全に

〇浴槽へはリフトを使い、座位の

す︒広く明るいスペースです︒

まま着脱できるようになっていま

〇寝たきりの方がここで寝転んだ

【介護浴室】

されることと思います︒今後活用を法人

廊下から段差なく入る事が

上部には暖房器具がついており

【
あかしあホーム】

全体で図っていくことになります︒

出来、広々としています︒

体を冷やす心配もありません︒

住所 三原市大和町箱川一五〇三

「
あかしあホーム」
全体もバリアフリー

ベッドとポータブルトイレ

あかしあホーム・
事務所移転

的な構造になっており、また、スプリンク

などを置く事もでき介護が

利用者の人にも優しく、また楽に入浴

能となっています︒

な利用者の人にも対応が設備として可

浴室も併設しており、入浴に介護が必要

特に「
あかしあホーム」については、介護

開始しました︒

命名し、十二月より認可を受けて運営を

新グループホームは「
あかしあホーム」
と

業務を十一月一日より開始しました︒

たにグループホームと事務所を設置し、

旧スポーツセンター新館を改装し、新

ラーも設備予定で、より利用者の人の安

ています♪

必要な方に使いやすくなっ
★玄関の中もきれいになり、
スロープもあります︒

舛谷 洋子

よろしくお願いいたします★

〇新たな事務所とホームを

全を確保しながら、高齢化・重度化にで
きる限り対応していく予定です︒
法人本部の敷地より少し離れました
が、他の事業所や地域の方と連携しなが
ら、ホームの機能を活用し、より一層暮
らしやすい・
安心できる、【
みどりの町グ
ループホーム】
をスタッフも目指していき
ます︒
法人におこしの節は、ぜひ新ホーム、新
森永 高治

事務所にお立ち寄りください︒
共同生活所長

機関紙 第７３号

と も が き

十一月十六日からレストランで働い
ています︒経験したことないことでした

あ ゆ み作 業 所

ともがきで働いてみて思ったことは、最 が徐々に慣れてきて今では接客、レジ、 ○官公需の作業

○ギター演奏に合わせて

毎月二回程度、月曜日の午後から

利用者Ｓさんが演奏するギターに合

懐メロを歌っています︒みなさん歌が

久井工業団地公園と憩いの森広場公 わせて、職員と利用者のみなさんで

いです︒朝の掃除は念入りにするとこ 園のトイレ掃除を週二回職員と利用者

初は出来ない事がいっぱいありましたが、 厨房など様々なことが出来てきて楽し
慣れていくうちにできる事が増えまし

類など、まだまだ覚えることは多いで ったり、便器を磨いたりトイレットペーパ ふれあいの時がストレス解消になって

た︒自分が教えてもらった事は、あとから ろとか、パンの販売とかでまだパンの種 で行っています︒タバコの吸殻やゴミを拾 大好きなので、時間を忘れて楽しい
来た実習生の人達にも教えてあげたり

工業団地の貯水池周辺の植木の剪定を

利用者さんとのコラボもしています︒

時にはタップダンスがとても上手な

集めた草を、軽

らもずっと続けて行きたいのでＳさん

レクリエーションの一環としてこれか

山盛り二杯分を に続けて通所してもらうきっかけにな

トラックに運び

利用者みんなで みなさんも感動して大拍手です︒

したり、草刈を行ったりしています︒

ーの補充をしたりしています︒また久井 います︒

すが頑張っていきたいと思います︒
写真は一人暮らしの障害者やお年

しています︒あと、販売にも行ったり、行
事にも参加しています︒
働き始めたときは、友達がいませんで

けるクリスマス用のプチケーキにつけ

したが、今は、友達がいっぱい増えました 寄りに配食しているお弁当と一緒に届
前までは、職員さんに分からないこと

東 佳乃

職員の田んぼに ってもらえたらと思っています︒

みんなで協力して作業する事は嬉し

運び処理します

びました︒ＥＸＩＬＥのライジングサンを、

いことで楽しんで作業が出来ています︒

レストラン

があっても聞けなかったけど、今は、何で る、サンタを折り紙で作りました︒
もきけます︒
特別支援学校の文化祭に、友達三人で
行きました︒久しぶりに、後輩や同級生に

踊りました︒最初は、なかなか踊れなかっ

あゆみ作業所のなかよしパワーの見せ

会いました︒一緒に見てまわったりして遊

たけど、二回目は、踊れるようになりま

参加して交流を続けて行きたいと思いま

所です︒これからもずっと町内の作業に

山中 恵利花

した︒友達がいる事は、最高です︒
パン工房

くいと思いますが、歌う利用者さん

す︒

喜んで貰えると

のテンションが上がり、ちょっとした

タップダンスは写真では、分かりに

いいね

歌声喫茶のようです︒

和氣 昭恵
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～新 人 職 員 紹 介～

大きな鯛を釣る事

月から勤務させて

障 害 者 週 間

事故報告・
苦情受付

今後の行事予定です

お知らせ
の他あらゆる分野の活動に参加する

育成会役員会

・
二月二十六日（
日）
交流日

ます︒

胡蝶蘭をいただきました︒ありがとう

法人としても共生社会が築ける、差 ございま
別のない社会を目指して努力して参り した︒

た︒

広島銀行河内支店内藤支店長様より
共に生きる社会づくりを目指す「障害 ・
者差別解消法」
が四月から始まりまし あかしあホーム開設のお祝いとしまして

ます︒また、障害のある人もない人も

機会が与えられる」ことを宣言してい

成する一員として社会、経済、文化そ

される権利を有する」
こと「
社会を構

○苦情に関しましては今号時点ではあ
る人に対し「個人の尊厳が重んじら
れ、その尊厳にふさわしい生活を保障 りませんでしたので報告いたします︒

障害者基本法は、すべての障害のあ

小物などを配布しました︒

○大和学園で事故二件ありました︒
障害者週間は、障害者の福祉への関
九月よりお世話になっています︒毎
今年の十月より、ともがきで職業指
九月十一日、男性利用者が二階の居
導員として働くことになりました村上 日があっという間に過ぎていく中で仕 心と理解を深め、障害者があらゆる分
室から一階ホールへ移動中に階段で転
事の難しさも 野の活動に参加する意欲を高めるた
貴子です︒
国際障害者デー」 倒され、左足骨折となりました︒左足は
感じています︒ めに十二月三日の「
早く仕事に慣れ
ギブス固定など処置は必要なく数週間
早く利用者さ から十二月九日の「障害者の日」までの
るように頑張り
で完治されました︒
んの顔と名前 一週間が設定されました︒
ます︒よろしく
十二月六日、女性利用者が新館洗面
三原市としても平成二十二年度よ
を覚え、よい
お願いします︒
所にて転倒され恥骨骨折となりまし
支援ができるよう努力していきたいで り、市内の事業所が協力して啓発事業
た︒特に処置は必要なく全治一カ月の
す︒
【大和農園】 森 小織 を行っています︒十二月三日には、もり
【ともがき】 村上 貴子
の輝舎、とよの郷の職員・
利用者が本 予定です︒
生
利用者の方々と、これからも楽しくコ 今年の九月よりみどりの町 就業・
今回の事故を受けて移動の付添や見
郷マックスバリュ店にて、障害者週間キ
ミュニケーションをとって行きたい 活支援センターに所属になりました︒
ャンペーンとして広報誌や施設で作った 守り支援を今まで以上に徹底して行い
ます︒
趣味は釣りです︒

日々、学び、成長

と同様、仕事も頑

です。

を目標にがんば

「置かれた場所で咲きなさい」これは

【就業・
生活支援センター】
志田 吉則

す︒

くお願いいたしま

張ります︒よろし

森本 房子

ります︒

【
大和学園】

七月一日より、大和学園の生活支援
福祉の仕事を

頂く中で、これまで

私の好きな本の言葉です︒今年の九
するのは、初め

利用者の方々に

員として働く事になりました︒

てですがヨロシ

支えられてきた事
に気付かされる毎日です︒どうぞよろ
しくお願いいたします︒
【就業・
生活支援センター】
吉岡 靖志

ご期待ください。
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クお願いしま
す︒
【大和学園】 七川 ひろみ

◆次回の機関紙発行は平成２９年４月の発行予定です。

機関紙 第７３号

大 和 学 園
中国地区球技大会（
島根）

帰園後皆に報告し、ねぎらいと「おめで
とう」の讃辞に笑顔満開︒思い出深い大
会参加となりました︒

も り の輝 舎
○もりの輝舎施設紹介

椎茸班、木工班の紹介をさせていただ

続いて木工班の紹介です︒

木工班では、毎年この時期になると

干支の置物を製作しております︒

来年の干支は酉年なので、にわとり

きたいと思います︒

木材に、にわとりの絵を描き、糸鋸

中部地区親善球技大会にて、ボッチ
ャ競技に初参加し、総合三位に輝きま

まず椎茸班の紹介をしたいと思います︒

の親子の置物を製作しました︒

した︒この成績の評価により、九月二

一番忙しい時期です︒菌床から椎茸がた った材料を、今度は紙やすりを使って

を使って丁寧に切り取ります︒切り取

島根県で開催された中国地区球技大

くさん生えてきて、多い日には二百ｋｇ以 磨いていきます︒しっかり磨き、さわ

椎茸班は十一月中旬頃が一年の中で

会に参加することになりました︒前日

今年最後の社会見学旅行は、十一月八 茸とスライスにして乾燥する椎茸とを分

が参加しました︒

が出来ました︒

岩田 清

干支の置物以外にも、多数の商品

茸の足を切り、そのまま袋詰めにする椎 成です︒

上収穫できる日があります︒収穫した椎 り心地をよくしてから色づけをして完

十二日（木）
利用者四名、職員二名で、

社会見学（
みろくの里 鞆の浦）

からの出発となり、出雲大社でお参り
をし、島根ワイナリーでは食事をとり
明日への鋭気を養いました︒

当日、二人ずつのペアとなり、楽しみ 日（火）
福山・みろくの里と鞆の浦への日 けます︒
ながらも一生懸命頑張り（
なっ、なん 帰り旅行でした︒通所の方を含む利用
）

昭和三十年代の生活を再現する街並み
に、初めて目にする利用者も興味津々︒
あっち、こっちと大忙しでした︒
楽しみにしていた昼食は、鞆の浦が一

望できるホテルで、新鮮な魚料理をいた その後、造賀、白市、世羅、三原方面に配

だき、元気に帰園する事ができました︒ 達、納品をしに行きます︒もちろん大和

四宮 貴哉 町内にも配達、納品を致しております︒

今年の椎茸も肉厚でボリュームのある

おいしい椎茸が出来ました︒よろしけれ

ばご賞味下さい︒また、収穫が無い時期

は草刈り、枝剪定などをしています︒今

年の夏はとても暑く大変でしたが、熱中

鳴輪 正春

症になる事もなく乗り切ることが出来ま
した︒
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と）
中国地区での四位、五位を勝ち取 者十一名、職員・ボランティアの十一名
ることが出来ました︒（
ヤッター
！！
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と よ の郷
ご寄贈
広島空港ロータリークラブ様より発
電機とテントをご寄贈頂きました︒
発電機はバザーの時にホットプレート
を温めるため、作業では剪定器具の電
源として使わせて頂きました︒電源のな
い所で電動の器具が使え、効率的な作
業が可能となりました︒

忘年会

大 和 農 園

マラソン（
三キロ、五キロ、十キロ、二

毎年約千五百人が参加しています︒

三原市白竜湖スポーツ村公園総合運

動場がスタート地点で、アップダウンの

歩いた後は、白竜湖の湖畔に座って美

せたり、とても楽しそうでした︒

ったり、大きな芋を手に取って笑顔を見

て答えたり、お餅を美味しそうに頬張

利用者の方はクイズをみんなで考え

歩く以外にも楽しみがありました︒

り、お餅つき・
芋掘りの体験も出来て、

今年で第三十三回を迎える大会で、 ある約四キロ、途中でクイズがあった

ひがしひろしま」
に参加 ○白竜湖ふれあいグリーンマラソン

忘年会を兼ねて、「二〇一六ボウ
リンピック
しました︒

ボールが溝に落ちると残念がり、

テントはイベントの時に花苗などの販 ピンがたくさん倒れるとはじけるほ
売促進として使わせて頂きました︒組み どの笑顔になりました︒周囲も見学

十キロ、二十キロの部では、白竜湖周

辺もマラソンコースになっているので、
ます︒

今回は、利用者の方とウォークに参 味しいお弁当を食べました︒
加しました︒

天候にも恵まれ、気持ちよく歩くこと 楽しく過ごす事が出来てとても良かっ

当日、風はやや冷たかったですが、
方、懐かしく思う方︒穏やかな時間

たです︒

槇永 誠

が出来ました︒
山下 和昭

を過ごすことができました︒

です︒感じ方はいろいろ︒新鮮に思う

古民家の雰囲気がとてもよかった

のメニューから選んで頂きました︒

昼食は、選べる御膳と題して、三つ

負ける悔しさも体験できました︒

が、賞を逃すと残念がる方もおり、 毎年利用者の方も沿道で応援されてい

参加することに意義があります

上げました︒

立てが簡単で、ワゴン車で持ち運びがで 者の方もハイタッチや拍手で場を盛り 十キロ）とウォークがあり、マラソンの
きるようになりました︒

今後も利用者さんの工賃向上のため
に役立てたいと思います︒感謝︒
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