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クレーン付浸水室
　椎茸ブロックの浸水を行う専用の部屋です。大
型のカゴの中には椎茸ブロック約 250 個入れるこ
とが出来、最大で約 4000 ブロックの浸水が可能
になりました。天井部にはカゴを吊り上げる専用
のクレーンを配備し、重労働である作業の効率化
を図ることができます。

　　　　　　　　
ス 成！

　　敷地面積 2,763 平方メートル、 既存の施設と合わせて月 14,000 床、 年間 168,000 床の椎茸ブ敷地面積 2,763 平方メートル、 既存の施設と合わせて月 14,000 床、 年間 168,000 床の椎茸ブ
ロックで栽培を行っていきます。 日量、約 3,000 パックを目標とし、県内だけでなく県外も販売のルーロックで栽培を行っていきます。 日量、約 3,000 パックを目標とし、県内だけでなく県外も販売のルー
トを拡大していく予定です。トを拡大していく予定です。
　建物の一階部分は主に生産部門として、 椎茸の発生室が 7 部屋、 天井クレーンを配備した浸　建物の一階部分は主に生産部門として、 椎茸の発生室が 7部屋、 天井クレーンを配備した浸
水室、 大量の椎茸を収納できる大型冷蔵庫があります。 二階部分は、 加工部門として自動パッ水室、 大量の椎茸を収納できる大型冷蔵庫があります。 二階部分は、 加工部門として自動パッ
ク機、 カメラ式自動選別機、 金属探知機等を導入し、 安全で安心な椎茸を消費者の元へ届けらク機、 カメラ式自動選別機、 金属探知機等を導入し、 安全で安心な椎茸を消費者の元へ届けら
れるように体制を整えました。 また、衛生管理としてエアシャワーの導入や衛生服の着用を義務付け、れるように体制を整えました。 また、衛生管理としてエアシャワーの導入や衛生服の着用を義務付け、
徹底した衛生管理を行っていきます。徹底した衛生管理を行っていきます。

　今後はこの椎茸事業を通じ、 就労訓練の場を提供することで、 より多くの方が地域における一般就労に移行できる事を目指し　今後はこの椎茸事業を通じ、 就労訓練の場を提供することで、 より多くの方が地域における一般就労に移行できる事を目指し
ていきます。ていきます。

椎茸専用自動選別機
　レーン上の専用のパレットに椎茸を乗せると椎茸
の大きさ、膜の開き、形をカメラ判別によって自動
選別を行う機械です。この機械を導入することで人
間の目によるばらつきを無くし、統一した基準で出
荷を行える様になります。

エアシャワー
　外部からの害虫やカビ、雑菌の侵入
を防ぐ為に導入しました。高気密室の
部屋で高圧の空気を送る事で衣服に付
いた雑菌などを除去でき、必ずここを
通過することで建物内に椎茸の外敵に
なる物を持ち込ませない様にしました。
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　「なかよし学童くらぶ」では、利用者が少しでも落ち着いて過ごせる
空間・環境をめざし、個室を５部屋用意しました。 今まで以上に、集団が苦手、自由時間が苦手な子どもたちの個性
に合わせて利用者と向き合っていきます。

　今年の天候は、春・夏・秋・冬と明確な四季も乏しく、春・夏・束の間の秋
から冬への移りかわりに戸惑いすら感じるものでした。
　さて、そのような移ろいの中にも「こぱん」の歩み、行事が繰り広げられま
した。
　11月６日、　総勢 10名（利用者７名・スタッフ３名）が、糸山～来島大橋
～馬島の行程でワンデイマーチよろしく、ウォーキングを楽しみました。天気
晴朗なれど波高しとは、この日のことかと思える風の中、老若男女 !! がしっか
りとした足取りで完歩しました。
　

　平成 16年７月の開所から８年目を迎え、登録されている方も 500 名を
超えました。愛媛障害者職業センター、ハローワーク、相談支援事業所、
就労支援事業所等関係機関との連携を図りながら、障がいのある方の「働
きたい」を応援しています。
　9月にはハローワーク主催の障害者就職面接会 ( 合同面接会 ) が、今治
市総合福祉センターで開催されました。50名余りの参加があり、現在め
でたく就職された方や、就職を前提に実習やジョブコーチ支援を受けられている方が数名おられます。また、4月か
ら配属された職場開拓員が、実習を受け入れしてくれる企業や事業所の開拓も行っています。就職の前段階として職
場実習を利用してみて、就職にチャレンジしてみませんか？いつでもあみに相談に来て下さい！

　10月に利用者自治会「おれんじ会」行事で日帰り旅行を 実施しました。 
三班に分かれて出発し、それぞれ、「すみれ」桂浜水族館　「つばき」屋
島水族館　「ばら」りんご狩り、砥部焼き絵付け体験です。いつもの園生
活を離れ、自然に触れ、生き物や草木に 癒される一日でした。青空のもと、
りんごを皮ごと丸かじりする方、自分専用の湯のみに思い思いの絵を描
くなど貴重な体験をしました。

      障害者就業・生活支援センター
　　　　　　　あ        み

今 治 福 祉 園

チャレンジドサポートセンター

　　 放課後等デイサービス事業「なかよし学童くらぶ」
           地域活動支援センター ｢こぱん｣
　　  日 中 一 時 支援事業
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　「みなさん仕事よくできました！」ということで、９月 26日
社会見学旅行として、広島県大久野島に行ってきました。大久
野島は車乗り入れ禁止で、周囲４．３㎞。自然に囲まれ、うさ
ぎが 250 匹以上となり「うさぎの島」と呼ばれています。
「毒ガス資料館」を見学し、野うさぎにエサをやり、夜は珍し
い「うみホタル」の勉強をしました。

　せと温泉に入った後は自分たちで敷いたふとんでぐっすりと寝る事がで
きました。食事はバイキング方式。個人個人で自由にセットすることがで
き、多くの種類をいただきました。ケガもなく、充実した一泊旅行となり
ました。
　あれからはや４か月。寒い寒い冬となりました。来期もいい体験旅行が
できるよう毎日手足を動かして、今ワ作業にはりきっています。

　10月 20日 ( 土 ) に落成式を行い、新しいにおいが漂う施設での
活動が始まりました。入口は自動ドア、トイレは利用しやすく、入
浴設備も整っています。 
　広々とした作業室で、お歳暮用のタオル袋入れの作業を中心に活
動しています。また、11月は委託作業として、ほうき人形をたくさ
ん作りました。 
　みなさん、いつでも見学に来てくださいね。

　利用者個々の能力に応じて、紙巻き、ウエス、タオルの検品、DM、公共施設等
の清掃、織り、デジタルトレース等々の作業を取り組んでいます。最近では、お

菓子の袋詰めも行いました。
　9月には就労 Bのメンバーで、味噌を作っ
ている会社を見学しました。味噌の材料をま
ぜるための大きな入れ物や機械に、参加した
利用者一同見入っていました。また、味噌が
できるまでの工程を社長さんが、分かりやすく丁寧に説明してくださり、真剣に
聞いていました。貴重な体験をさせてもらい満足した様子でした。

会社見学

お菓子袋入れ作業

ふきあげワークス

今治ワークス

エンゼル 21
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　10 月 18 日（木）、毎年恒例になったミニ運動会が開催されま
した。みなさん何日も前から楽しみにされており、準備体操から
大盛り上がりで、ラジオ体操のメロディが聞こえない程の熱気で
す。作業療法士協力のもと、専門的な視点からの意見を取り入れ、
玉入れや「今日はお洗濯」という名の洗濯物干しリレー、あなう
めゲーム、新聞ゲームが行われました。玉入れの玉や飾りはペー
パーアートの時間にみんなで手作りし、楽しみに本番を迎えまし
た。
   それぞれが一生懸命競技に取り組み、普段は見られないような
頑張りや結束力が発揮され、たくさんの笑顔があふれていました。
頑張ったみなさんにはメダルが授与され、今年も大盛況の中、運
動会は幕を閉じました。

　その後も、クリスマス会、初詣など
季節の行事を取り入れ、楽しく過ごし
ています！

　クラフトマンでは、5月に初の試みとなる地形図
のトレースの発注がありました。支援員も作業員も
経験したことのないトレースとなるため、多少の不
安もありましたが、ネット回線を通じて、またはク
ラフトマン事務所での研修を行い、無事納品するこ
とが出来ました。
　更なるトレースの向上を目指して現在、石器等の
勉強もしており、様々なトレースに対応出来るよう、
スキルアップしていきたいと思います。

ドローイング工房　クラフトマン

ふ ら っ ぷ
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ビ ーチ リー がリ ー ！！

　昨年の秋から敷地内の防矢壁を設置する工事を行っ
ていましたが、ついに６月に完成しました。
　そして、「第２０回サン・アビリティーズ今治杯身
体障害者親善アーチェリー大会」でこけら落としとな
り、20 回大会にふさわしい幕開けとなりました。前
回・前々回と 2年連続で雨天のため、インドア（体育
室）での開催となっていましたが、今回は晴天に恵ま
れ、リニューアルした屋外アーチェリー場で開催する
ことができました。
　開会式では、日本代表としてロンドンパラリンピッ
クに出場した地元今治市の永野美穂選手が決意と支え
てくれた方への感謝を込めた選手宣誓を行いました。

　大会の参加者は中四国の選手が中心ですが、遠いと
ころでは大阪からのご参加もいただきました。選手の
中には初参加の方もおり、緊張した表情で矢を射てい
ましたが、１本、また１本と矢を射るうちに気持ちも
落ち着いてきたようでした。選手は自分と暑さと戦い
ながら、そして時には選手同士の親睦を深めながら
72 本の矢を射ち抜きました。最後の選手が矢を放っ
た瞬間は全選手からお互いを労う拍手がわき起こり、
盛会のうちに終了しました。入賞者の中には、愛媛県
の選手もおり、主催者としてはとても喜ばしい限りで
すが、悔しい思いをした選手も少なくありませんでし
た。今大会を機に新たな目標に向かって練習に熱が入
ることと思います。選手はまたの再会と激闘を約束し
て帰路につきました。

りの が 成！

　11月 10日、南海学園では毎年恒例行事の「バーベキュー大会」が開催
されました。昨年は残念ながら天候に恵まれずの中の開催でしたが、事前
に作っていた「てるてる坊主」のおかげか、今年は綺麗な青空の下で行う
事が出来ました。去年と違うのは天気だけではなく、焼き肉に加え、かき
氷にうどんに食べ物が盛りだくさん。利用者、保護者、職員皆が満足の楽
しいバーベキュー大会となりました。

南 海 学 園

今治市障害者文化体育施設（サン・アビリティーズ今治）
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□ふきあげワークス ( 就労継続支援 B型・生活介護 )
　　〒 794-0031  愛媛県今治市恵美須町三丁目 1番地 16

　　TEL(0898)32-0999　FAX(0898)32-0998
　　E-mail:fukiage-w@kurushimakai.or.jp

□ステップ ( 就労継続支援事業 A型事業所）　
　　〒 794-0113  愛媛県今治市玉川町別所甲 32番地 1

　　TEL(0898)55-3335　FAX(0898)55-3336
　　E-mail:step@kurushimakai.or.jp 

□カラコリーナ    ( 共同生活介護事業 )
      〒 799-1531  愛媛県今治市唐子台東三丁目 7番地 2　

　　TEL(0898)47-2468　FAX(0898)47-2468
　E-mail:karacollina@kurushimakai.or.jp

□フレンドシップホーム管理事務所 ( 共同生活援助事業 )
　　　　　　　　　 E-mail:friendship@kurushimakai.or.jp
□ドローイング工房クラフトマン
　　〒 794-0022  愛媛県今治市室屋町一丁目 1番地 8

　　TEL(0898)32-6860　FAX(0898)32-6866
　　E-mail:craftsman-k@hi.enjoy.ne.jp

□サン・アビリティーズ今治 ( 今治市障害者文化体育施設）
　　〒 799-1502  愛媛県今治市喜田村二丁目 1番 10号

　　TEL(0898)48-3477　FAX(0898)47-3629
E-mail:san-abi@kurushimakai.or.jp

□エンゼル 21 ( 地域活動支援センター）　　　　　　
    　〒 799-2102 愛媛県今治市波方町樋口甲 109 番 1号

　　TEL(0898)41-8171　FAX(0898)41-8172
□エダボリーナ
　    〒 794-0035 愛媛県今治市枝堀一丁目 6番地 16
　                        TEL(0898)32-3113
□南海学園 ( 障害者支援施設・障害児入所施設）
　　〒 783-0005  高知県南国市大埇乙 2288

　　TEL(088)864-2221　FAX(088)864-1789 
　　E-mail:nankai@kurushimakai.or.jp

　日中一時支援事業　　　　　　　　　　　　　　　　　
　児童発達支援センター   やいろ
　相談支援センター　びぃーず

　人と人が付き合っていくためには、お互いが意思を伝えることが必要です。現在やいろでは、コミュニケーション
カードを使って自発的な発信を引き出すための取り組みを行っています。今回はそのコミュニケーションカードを紹
介します。

　◎手伝ってください・・・手伝ってほしいときや何か困ったときなど、人
　　　　　　　　　　　　　の手がほしいときに使用します。

　◎トイレに行っていいですか・・・トイレに行きたいときにこのカードを
　　　　　　　　　　　　　　　　　  使って要求します。
　　　　　
　◎残していいですか・・・食事やおやつ時に食べられないものや、体調が
　　　　　　　　　　　　　悪く食べられない時などに使用して、残すこと
　　　　　　　　　　　　　を要求できます。
　
　

　尊厳を持って生きていくために、コミュニケーションはとても重要なことです。自信を持って誰とでも、コミュニ
ケーションを取れるように歩んでいきたいですね。

□チャレンジドサポートセンター　
　　〒794-0028  愛媛県今治市北宝来町二丁目 2番地 12
　法人本部事務局 (3F)

　TEL(0898)32-0700　FAX(0898)32-0701 
　　E-mail:honbu@kurushimakai.or.jp

　地域活動支援事業 (2F)
　TEL(0898)32-2020　FAX(0898)32-2028

　　こぱん（地域活動支援センター）
　E-mail:copain@kurushimakai.or.jp

　　なかよし学童くらぶ（放課後等デイサービス）
E-mail:nakayoshi@kurushimakai.or.jp

　障害児 ( 者 ) 総合支援センター  あみ (1F)
　　TEL(0898)34-8811　FAX(0898)34-8833

　　障害者就業・生活支援センター  あみ
　　E-mail:amirin@guitar.ocn.ne.jp

　　就労支援職場開拓事業
□今治福祉園 ( 障害者支援施設 )
　　〒 799-1537 愛媛県今治市宮ヶ崎甲 170 番地

　　TEL(0898)48-8848　FAX(0898)48-8849
　　E-mail:fukushien@kurushimakai.or.jp

　今治福祉園短期入所事業　　
E-mail:ifss@kurushimakai.or.jp

    日中一時支援事業　　
　　　( 者 )     TEL(0898)48-8848    FAX(0898)48-8849         
　　　( 児 )     TEL(0898)32-2020    FAX(0898)32-2028            
　相談支援センター　アゼリア
□今治ワークス ( 就労継続支援 B型 ･就労移行 )
　    〒 799-1537 愛媛県今治市宮ヶ崎甲 166 番地
                          TEL(0898)47-5670　FAX(0898)47-5671
　                                   E-mail:i-works@kurushimakai.or.jp
□ふらっぷ ( 生活介護）
　　〒 799-1535  愛媛県今治市登畑甲 345 番地 1

　　TEL(0898)36-6000　FAX(0898)36-6600
　　E-mail:kaigo-dayservice@kurushimakai.or.jp

□ホームヘルプ事業部 凜 ( ふらっぷ内 )
　　TEL(0898)36-9155　FAX(0898)36-6600

　　E-mail:hh-rin@kurushimakai.or.jp

◇ 施 設 紹 介 ◇

や い ろ


