
　平成 25年 12月 1日に、多機能事業所 ( 生活介護・
Ｂ型 )「麦の穂」としてスタートしました。
　12月中はパンの生産・移動販売のみを行っていま
したが、平成 26年 1月 6日 ( 月 ) には衣干町二丁目
の県道沿いのアクトス斜め前に新しいお店がオープン
し、店頭販売も始めました。
　皆さんに喜んで頂けるようなおいしいパンをたくさ
ん作って待っています。ぜひ御越し下さい。
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　法人開設以来 20年、来島会では初めて老人福祉分野の
事業である地域密着型特別養護老人ホーム・（介護予防）
短期入所生活介護・（介護予防）認知症多凹型デイサービス・
訪問介護を始めることとなりました。
　地域密着型特別養護老人ホームとは、利用者が可能な限
り自立した日常生活を送ることができるよう、入浴や食事
等の日常生活支援や、機能訓練、療養等のサービスを提供
します。地域密着型を選ぶメリットは何と言ってもこれま
で住み慣れた地域での生活を続けることができるという点
です。規模も小さいため明るく家族的で親密なサービスを
提供する他、地域との結びつきを重視した運営を行ってい
きます。
　新しい分野での事業ですがスタッフ一同心機一転努力し
てまいります。今後ともよろしくお願い致します。
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実りの
　　　秋です

　こぱんは春の花見に続き、秋の紅葉狩り（丹原総合公園）を企
画しました。
　さて当日、全員集合のこぱんミーティングで、次の３つの約束
を利用者と交わしました。

１．単独行動はしない。
２．他の来訪者の邪魔をしない、迷惑を掛けない。
３．体調が悪い時は、すぐにスタッフに連絡する。

 　そして、現地に着き少し早目の弁当を食べることとなりました。気分上々の中でのお弁当は、美味しさも格別です。
その後、天空の城とはいかないまでも、丘の上の遊具スペースに 22名中、18名の利用者が向かいました。楽しみ方
はいろいろ。各自、童心に帰ったかのように過ごした１時間余りでした。
　最後に記念写真を撮り、帰り支度。足跡と思い出は残しても、ゴミは残さないの思いを抱きつつ帰路に着きました。

　平成 24年 4月より、今治市就労支援職場実習事業が始まりました。
　来島会が今治市より委託を受け、実習の受け入れ先を開拓する職場
開拓員があみに 1名配置されました。
　毎日市内の企業を訪問し、障がいのある方の実習の受け入れをお願
いしており、多くの方が実習につながっていきました。実習を通して、

新たな目標が見つかった人、課題が見つかりサービス事業所で訓練を受け
る人、実習の延長で雇用につながった人など様々です。
　主な実習先としては，スーパーやドラッグストア、タオル会社などで、
仕事内容はバックヤードでの袋詰め作業、商品の品出し、陳列、清掃作業、
検品などです。
　みなさんも実習をしてみませんか？自分の得意なことが活かせる企業が
見つかるかもしれません。

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

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

　来島ふれあいだんだんファームでは現在、れんこん、みかん、ほうれん草、
小松菜、ネギ、大根、人参、レタス、アスパラ、タラの芽、原木しいたけを
栽培しています。
　４月にチャレンジしたれんこんを 10月より収穫し始めました。傷をつけ
ないように一生懸命収穫しています。

ス テ ッ プ
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美味
しか
った
ね

ふきあげワークス
　７月に今年初めて七夕祭りをしま
した。
　みんな思い思いの願い事を短冊に
書き入れ、飾り付けてくれました。

福　祉　園
　10月 4日、第 13回瀬戸内しまなみ海道スリーデーマーチ
に参加しました。
　日々の活動の中で体力の維持・増強の為、散歩を行なって
いましたが、スリーデーマーチ参加決定後は徐々に歩行距離
を伸ばし、9月の終わりには皆さん毎日 4㎞を歩く練習をして
本番に臨みました。本番は利用者さんも経験したことのない
10㎞です。

　のまうまハイランドを出発し、一路しまなみアース
ランドへ。昼食後は今治城吹揚公園を目指します。練
習の成果もありますが、一般参加の方やボランティア
の方との交流や仲間と一緒にゴールを目指す事で、普
段では歩く事の出来ない距離も楽しく歩く事が出来た
ようです。
　多くの方が10㎞を完歩する事ができました。頑張っ
た皆さんには、管理栄
養士手作りのメダル
クッキーが贈呈されま
した。達成感もひとし
おだったのではないで
しょうか。

　８月には施設外活動で遠方（高知県）へ行きました。
　途中、西島園芸団地に寄り、熱帯花木の繁るハウスでトマトカレーや
メロン、スイカを美味しくいただきとても満足のようでした。



　9 月に毎年恒例のぶどう狩りに行きました。数種類のぶどうを食べて、気に
入ったぶどうをみやげに買ったときは、とてもうれしそうで満足顔でした。

　また、10月が誕生日の人の中には、カレーライスが
大好物な利用者もおり、大きい鍋にいっぱい作ってみん
なで食べて、お祝いしました。　余暇活動はリフレッシュ
できて、作業の励みになります。

エンゼル 21

　5 月 29 日、今治市で行われている発掘調査現場に、利
用者と見学に行きました。発掘場所は新谷遺跡であり、
愛媛県が大規模に調査を行っている現場です。
　県埋蔵文化財センターの係長より、出土土器（お皿、壷、
木製品等）についての説明があり、活発な質疑応答、ま
た実際に遺構見学もさせていただき、利用
者にとって大変、有意義な経験となり
ました。
　普段は在宅就労のみなさんもリフ
レッシュ出来たことでしょう。

ドローイング工房　クラフトマン

　9 月あいロードの花植えをしてきました。国道
196 号線の高市交差点と登畑交差点です。あいロー
ドは平成 12年 6月から国土交通省からの依頼で道
路ボランティア活動として作業しています。当初は
今治福祉園利用者・職員で植えていましたが、平成
15年から今治ワークスが担当しています。
　本年は長年の活動が認められ
表彰します、とお知らせがあり
ました。
　これに恥じないよう、これか
らも道路をきれいに四季の花々
を植え、ドライバーや道行く
人々に楽しんでもらおうと思い
ます。

今治ワークス

土器

木製品
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ふらっぷ

南 海 学 園

　永きに渡り開催してきたサン・アビ「五もくまつり」を昨年で終了とし、もっと多くの障害者の方にご参加いただき、
楽しんでいただけるよう今年から内容を一新しています！！

☆ダンス交流会☆（12月開催）
　昨年、五もくまつりの中で行ったものを大々的に打
ち出します！！ダンス好きならみんなで踊ろう♪をコ
ンセプトにサン・アビに来館された方全員巻き込んで
踊ります ( ✿´▽｀ )/
　昨年に引き続き、プロダンサー合田 緑（ごうだ みど
り）さん他アシスタントの方々がMCをしてください
ます♪盛大なイベントになるよう職員も一生懸命準備
中です！
　楽しいイベント間違いなし！乞うご期待☆

今治市障害者文化体育施設（サン・アビリティーズ今治）

　南海学園では先日 10 月 19 日に毎年恒例
のバーベキュー大会が催されました。連日台
風が通り過ぎる中、やはり雨模様になってし
まい、青空のもと楽しむことは叶いませんで
したが、職員の打った手作りうどんや、お肉
の焼ける食欲をそそる香り、大好きなカレーと内容も盛り沢山で、
利用者さんはもとより、保護者や来賓の皆様からも「美味しかった」
とのお言葉をいただきました。
　季節の変わり目に体調不良の利用者さんが続出し、日中活動が休
みになることもありましたが、現在は落ち着き、それぞれ活動を楽しま
れています。

　9月 18日、丹原町あまか園にぶどう狩りに行きました。利用者のみならず職員
も楽しみにしている毎年恒例の行事です。当日は天候にも恵まれ、絶好のぶどう
狩り日和。職員と一緒に摘み取り美味しいぶどうに皆手が止まりません！いつも

とはまた違った、いい笑顔があふれていました。また、自
然と触れ合い有意義な時間を過ごすことができました。



　

□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 ( 共同生活介護事業 )
　    〒 794-0035  愛媛県今治市枝堀一丁目 6番地 16
　                        TEL(0898)32-3113
□麦の穂 ( 就労継続支援 B型・生活介護）
　　〒 794-0813  愛媛県今治市衣干二丁目 144 番地 3
　　　　　　　  TEL(0898)35-4441   FAX(0898)35-4442       
                               E-mail:muginoho@kurushimakai.or.jp
□かのこ ( 地域密着型特別養護老人ホーム）　　　　　　
　　〒 799-1537  愛媛県今治市宮ヶ崎甲 700 番地 1
　　　　　　　  TEL(0898)47-5655   FAX(0898)47-5677       
　短期入所生活介護　介護予防短期入所生活介護　
　認知症対応型通所介護　介護予防認知症対応型通所介護
　訪問介護 :TEL(0898)47-2250　
　　　　　　　　　　　　　　（平成 26年 4月開設予定）
□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 番地

　　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
□かるむ（共同生活介護事業）
　　〒 783-0005  高知県南国市大埇乙 2298 番地
　　　　　　　　　　　　　　( 平成 26年 4月開設予定）
□避難スペース　ばすけっと
　　〒 783-0005  高知県南国市大埇乙 2288 番地
　　　　　　　　　　　　　　( 平成 26年 4月開設予定）

□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

　こぱん（地域活動支援センター :2F）
TEL(0898)32-2020　FAX(0898)32-2028

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 :2F）　　　
　　　　　　 TEL(0898)32-2020　FAX(0898)32-2028

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
□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 A型）　
　　〒 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 

◇ 施 設 紹 介 ◇

や い ろ チャック式 隠 し式 剥がし式

　やいろで取り組んでいる自立課題について紹介します。自立
課題とは、「自分はひとりでできるんだ」という自信を育て、就   
労へのスキルを身につけて行くことがねらいとされています。
　課題の種類として、プットイン：「物を入れる」という単純な
課題。“ 終了 ” の概念を教える課題として最も有効的な課題。１
対１：仕切りのある入れ物やいくつかのトレイに、一つずつ物
を入れていく課題。マッチング：図や絵柄、写真などで示され
た物と同じ物を合わせていく（マッチさせていく）課題。型はめ：ジグを使った課題。作業課題：手先の器用さや、
弁別能力、作業手順を理解する能力等が求められる。教科的内容課題：国語や算数など教科的な内容に関連した教材
などがあります。
　興味関心のあるのもや、芽生えのあるものから課題を作成提供しています。「わかる」「できる」「できた」と達成
感を感じることにより、できる自信に繋がっています。
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