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（フランス語で「福祉」という意味です）
2015 年   第 11 号

サツマイモの収穫サツマイモの収穫
　10月上旬、かのこファームでサツマイモの収穫を行いました。この日を心待ちにしていた入居者の方も多く、サツマ　10月上旬、かのこファームでサツマイモの収穫を行いました。この日を心待ちにしていた入居者の方も多く、サツマ
イモを掘り返す度に大きな歓声がこだましていました。かのこファームでイモを掘り返す度に大きな歓声がこだましていました。かのこファームで収穫されたサツマイモは大きく、なかには人の収穫されたサツマイモは大きく、なかには人の
頭ほどあるサツマイモもありました。収穫したてのサツマイモが焼きあがるのを眺めながら「はやく食べたいね」と皆さ頭ほどあるサツマイモもありました。収穫したてのサツマイモが焼きあがるのを眺めながら「はやく食べたいね」と皆さ
ん笑顔で話されていました。ん笑顔で話されていました。

か の こ 　　来島夏祭り開催される来島夏祭り開催される
　7月 25 日 ( 金 )18：00 より、平成 26年 4月開設の特別養護老人ホーム『かのこ』にて、第　7月 25 日 ( 金 )18：00 より、平成 26年 4月開設の特別養護老人ホーム『かのこ』にて、第
21回来島夏祭りが開催されました。夕方は西日がたいへん暑かったのですが、日没後は随分21回来島夏祭りが開催されました。夕方は西日がたいへん暑かったのですが、日没後は随分
涼しくなり、きれいな満月も出ました。涼しくなり、きれいな満月も出ました。
　入所者挨拶、太鼓の連打、菅市長をはじめとする来賓挨拶等オープニングセレモニーも無事　入所者挨拶、太鼓の連打、菅市長をはじめとする来賓挨拶等オープニングセレモニーも無事
終わり、「グループホーム」「ころころダンスクラブ」「f”lam☆ beau」さん、それぞれによる終わり、「グループホーム」「ころころダンスクラブ」「f”lam☆ beau」さん、それぞれによる
ダンスステージも華やかに行われました。19時30分からは、お待ちかね毎年恒例の「もちまき」ダンスステージも華やかに行われました。19時30分からは、お待ちかね毎年恒例の「もちまき」
も行われ、利用者さん、地域の皆さんも満足だったことでしょう。盆踊りのあとは、SWING  も行われ、利用者さん、地域の皆さんも満足だったことでしょう。盆踊りのあとは、SWING  
KISS さんによるバンド演奏もあり、素敵な音色を皆さん楽しまれていました。KISS さんによるバンド演奏もあり、素敵な音色を皆さん楽しまれていました。
　暑い中を最後まで頑張って風船人形を作ってくれたバルーンアートの ｢アッパレさん｣、も　暑い中を最後まで頑張って風船人形を作ってくれたバルーンアートの ｢アッパレさん｣、も
ちまきのため高い櫓に登っていただいた来賓の皆様、盆踊りや模擬店に御参加いただいた地域ちまきのため高い櫓に登っていただいた来賓の皆様、盆踊りや模擬店に御参加いただいた地域
や保護者の皆様ありがとうございました。や保護者の皆様ありがとうございました。
　皆様のおかげをもちまして順調にプログラムをこなすことが出来、かのこにて初めて開催さ　皆様のおかげをもちまして順調にプログラムをこなすことが出来、かのこにて初めて開催さ
れた来島夏祭りも成功裏に終了いたしました。れた来島夏祭りも成功裏に終了いたしました。



　あみは障がいのある方の「働きたい」を応援するところです。仕事を続けるには、障がいのある方の「働きたい」を応援するところです。仕事を続けるには、

『就業面』と『生活面』の両方が安定していないと難しいため、あみでは両方を一体『就業面』と『生活面』の両方が安定していないと難しいため、あみでは両方を一体

的に支援しています。的に支援しています。

　今回はあみの活動の１つである「在職者交流会」を紹介します。対象者は、一般　今回はあみの活動の１つである「在職者交流会」を紹介します。対象者は、一般

企業で働いているあみに登録している方です。この交流会では、それぞれの職場で、企業で働いているあみに登録している方です。この交流会では、それぞれの職場で、

頑張っていることや悩んでいることなどを気軽に話し合い、また他の人たちの体験頑張っていることや悩んでいることなどを気軽に話し合い、また他の人たちの体験

を聞いたりアドバイスを受けたりするのが趣旨ですが、それだけではなく、余暇活を聞いたりアドバイスを受けたりするのが趣旨ですが、それだけではなく、余暇活

動で悩んでいる方にとっては余暇の場の１つとして利用して頂い動で悩んでいる方にとっては余暇の場の１つとして利用して頂い

ています。参加した方に感想を聞くと、「楽しかった」の声が多ています。参加した方に感想を聞くと、「楽しかった」の声が多

く聞かれ、あみの職員も職場の定期訪問だけでは分からないことく聞かれ、あみの職員も職場の定期訪問だけでは分からないこと

が聞けて両者にとっていい会になっているように感じます。が聞けて両者にとっていい会になっているように感じます。

　来年度も登録者さんが参加しやすい会になるようにしていきた　来年度も登録者さんが参加しやすい会になるようにしていきた

いと思います !!いと思います !!

 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｣ 

　平日の利用者は、旧丹原町にある西山興隆寺へ。

少し肌寒い日でしたが、階段を上りきると汗をかくほどで

した。真っ赤なもみじには少し早かったようです。

っっ

　秋晴れの日、ドライブを兼ねて玉川町鈍川にあるわらで　秋晴れの日、ドライブを兼ねて玉川町鈍川にあるわらで

作ったいのしし、“わらしし ” を見に行きました。作ったいのしし、“わらしし ” を見に行きました。

　みんな、わらししの大きさに驚きながら自分と比べてみ　みんな、わらししの大きさに驚きながら自分と比べてみ

たり、胴体のなかを覗いてみたり触ったり、興味深々でした。たり、胴体のなかを覗いてみたり触ったり、興味深々でした。

　土曜日の利用者は、お花見と同じ朝倉緑水公園へ。

おなかいっぱいになった後は、それぞれが公園内を散策し

たり、ベンチに座って景色を眺めたりして過ごしました。

2



3

ふらっぷ

　特徴といえば、管理栄養士
と共にメンバー各々が得意とする役割を持
ち、素材の味を大切に心をこめて作ってい
ることです。
「おいしい！」と喜んでもらえるよう、頑張っています。
チューリップ班が活動しているときには、甘い香りが園舎中に
立ち込めています。
　まだ活動を始めたばかりで職員を対象に販売していますが、
今後はたくさんの量を作り、販売先が拡がり、個々の自信につなげていけるようにしたいと
思っています。
　チューリップ班から多くの輪が拡がり、全員の活躍の場が増えることを目指します。

　9月 17日、丹原町あまか園へぶどう狩りに行きました♪
   利用者の皆さんはもちろん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
にぶどうを摘み取り、その美味しさに
みんな手が止まりません！誰が一番
たくさん食べたのでしょう（^^）☆    
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、自然の中で開放的に過ご
すことができ、有意義な時間を
過ごすことができました。

今治ワークス

今  治  福  祉  園 　天気の良い日の午前には、健康・体力作りとして、体操やウォーキングに取り組んで
います。また、職員と一緒に行う夜間の余暇支援も楽しみの一つです。

　　11月 20日、21日に１泊２日で琴平・徳島へさくら会研修旅行に行ってきました。

　初日は、海の神様、香川県の金比羅宮を参拝しました。石段が多くあり少し疲れまし

たが天気に恵まれ景色も最高でした。

　香川名物讃岐うどんも食べ、夜はカラオケで盛り上がりました。

次の日は徳島県の阿波踊り会館へ見学に行き日本古来の風習や伝統芸能を

学ぶことができました。

　お父さん、お母さん、いつもお世話になっている人を思い浮かべながら

楽しい買い物もできました。

　今回は、調理が大好きなメンバーが集う「チューリップ班」
について紹介します。
　チューリップ班は、得意とすることを伸ばしていくための
活動の場として始まり、季節やイベントを感じるクッキー作

りを主に行っています。

　今回の研修旅行で利用者間の絆が更に強くなり、

今治ワークスとしての一体感が高まり、明日から

の今治ワークス営業利益も高まることでしょう。



ス テ ッ プ

ふきあげワークス
　８月に、だんだんファーム（ステップ）へスイカ狩りに行き

ました。大きく実ったスイカを目の前にすると思わず驚きの声

があちらこちらから上がっていました。中には抱えきれないほ

どの大きなスイカに満面の笑顔で職員に助けを求める利用者さ

んもいました。

ドローイング工房　クラフトマン
　7月 17日に、JCI テレワーカーズの研修をしました。

ネット回線さえあれば、ソフト無しでも利用者の PCの

活用性を広げ、デジタルトレースにも生かせられると

いうことが勉強できました。在宅の利用者の皆さんも

集まって、充実した時間を過ごすことができました。

　10月には、施設外活動でとべ動物園に行きました。班ごと

に分かれてそれぞれ思い思いに動物を見たり、小動物たちと触

れ合い楽しい１日を過ごしました。

　　7 月 4日に桜井海浜公園にてバーベキューを行いました。7月 4日に桜井海浜公園にてバーベキューを行いました。
　天候にも恵まれ青空の下、みんなで協力し合って準備を行いました。牛肉だけでなく、　天候にも恵まれ青空の下、みんなで協力し合って準備を行いました。牛肉だけでなく、
猪や鹿肉の登場もあり、楽しく行えました。最後には定番のヤキソバを作り、だんだ猪や鹿肉の登場もあり、楽しく行えました。最後には定番のヤキソバを作り、だんだ
んファームで取れた新鮮野菜などをたくさん入れ、豪華な仕上がりとなりました。片んファームで取れた新鮮野菜などをたくさん入れ、豪華な仕上がりとなりました。片
づけも全員が一人一役でスムーズに行え、大成功で幕を閉じました。づけも全員が一人一役でスムーズに行え、大成功で幕を閉じました。
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エンゼル 21

麦 の 穂

　10人で活動するようになって半年が経ちました。作業に励みながら余暇活動をとても楽しみ

にしています。今年の夏は、今治ワークスの皆さんと一緒にかき氷を楽しみました。暑い中、

みんなと話をしながら食べるかき氷はとても美味しかったです。また、10月のふれあい

運動会は毎年楽しみにしており、今年も張り切って参加しました。ボールリレーは 4チー

ムの中で 1番にゴールして大喜びでした。他、ボウリングやぶどう狩りも行きました。

このような活動をすることによりリフレッシュして、毎日の作業を頑張っています。

　サン・アビが建設されてから約 28年経ちます。28年間頑

張ってきた体育室の屋根も限界がきたのか、雨が降るたびに

至る所から雨漏りがあり、原因箇所も特定できず悩まされて

いました。

　しかし、今年の７～９月についに体育室屋根

の全面改修工事を実施することができました。

　今年の梅雨はなかなかあけず、台風や雨も多

く日照時間が例年に比べ短かった為、工事の遅

れが心配されていましたが、業者の方の頑張り

のおかげで予定通り３ヶ月間で完成しました。

　体育室が使えない間はたくさんの方にご迷

惑をお掛けしましたが、皆様のご理解とご協力

のおかげで雨にも負けない丈夫な屋根が完成

しました。

　是非、一度見に来てください。　

今治市障害者文化体育施設（サン・アビリティーズ今治）

　冬季限定で、新製品『クラムチャウダーパン』を販売しておりま

す。とろ～り濃厚なクラムチャウダーを、利用者さんが丁寧にデニッ

シュ生地に入れて焼き上げた、あったかいパンで心までポカポカに

なりますよ。またクリスマスが待ち遠しくなるようなパン『シュトー

レン』も予約受付の上、200 個限定で好評のうちに販売終了となり、

利用者さんも大変喜んでいるようでした。

　このように麦の穂では、新しいパンの開発販売しており、地域の

みなさんに愛されるようなパン屋さんになれるよう、日々精進致し

てまいりますので、どうぞよろしくお願い致します。



や い ろ

  

南 海 学 園 　うだるような暑さも台風とともにいつの間にか去ってしまい、朝晩涼しくなってま

いりました。日中はまだまだ半袖でかまわない陽気ですが、外に出ると心地よい風が

吹いて散歩も楽しい今日この頃です。季節の変わり目、体調を崩さないようしっかり

健康管理したいものです。

　－ お手伝い活動について －

手順書やご褒美システム　※やいろでは、シールを使用しています。

　お手伝いを数回こなしシールやコインを集

めます。シールやコインが溜まると、最後に

は本人が好きな物をもらえたり、好きな活動

を行います。

　お天気貼り・台拭き・タオル集め・タオルたたみ等様々なお手伝い活動を子どもたちは行っています。その中には、手順
書を使用するものや目標設定をして行うものもあります。
　役割があることで、自信や意欲に繋がり皆頑張って活動されています。

たいものです。
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 井川　景介 さん

　 毎日が勉強ですが、仕事にやりが
いを感じています。一所懸命がんば
ります！

佐々木　優 さん

　入職して早くも半年が経ちましたが、
日々、支援や介護の難しさと 同時にや
り甲斐を強く感じております。
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矢野　美紀 さん

　利用者の方に笑顔で楽しんでいた
だける支援をしていきたいです。よ
ろしくお願いします。

岡部　直幸 さん
　入居者の方が穏やかに生活できる
ように頑張っていきたいです。よろ
しくお願いします。

矢野　雅美 さん

　利用者の皆さんと共に日々の生活を
楽しみたいです。

渡部　ひろみ さん
　落ち着いて行動できるように頑張
ります。

曽我部　百合 さん
　入居者の方が穏やかに生活できる
ように頑張っていきたいです。

越智　恵巳 さん
　利用者の方の栄養状態を良好に保
ち、食事を楽しんで頂けるように頑
張っていきたいです。

越智　美江子 さん
　入居者の方が安心して、生活でき
るように頑張っていきたいです。未
熟者ですがよろしくお願いします。

村上　明弘 さん

　以前来島会に勤めていましたが、
またお世話になる事になりました。
よろしくお願いします。

福岡　睦男 さん

　入居者の方が穏やかに安心して
日々を過ごして頂けるように、笑顔
で接していきたいです。

谷　英範 さん
　利用者さんにいつも笑っていただ
ける支援を心がけて頑張っていきた
いです。

越智　裕貴 さん
　利用者が楽しく穏やかに生活でき
るよう支援していきたいです。よろ
しくお願いします。

桧垣　知江 さん
　ご利用者 1人 1人がみんな安心して、楽し
い毎日を過ごせるように、お世話させていた
だきます。よろしくお願いします。

西本　直子 さん
　私は介護が好きです。 入居者の方の出来る
ことをたくさん見つけ増やし、お一人お一人
に合わせた介護ができたらと思っています。

松本　秀利 さん

　人のお世話をさせて頂くという好
きな仕事に巡り合えたことに感謝し
ています。

別府　綾子 さん
　利用者の方が日々の生活を穏やか
に過ごしていただけるよう笑顔で支
援していきたいです。

矢野　弘恵 さん

　入居者の方の笑顔が増え、日々、
穏やかに過ごして頂けるように支援
していきたいです。

村上　友紀 さん
　利用者の方と笑顔で楽しみながら
支援をしていきたいです。



　

□フレンドシップホーム・カラコリーナ管理事務所
　　　　　　　　　　　　　　　　( 共同生活援助事業 )
　　 〒 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:friendship@kurushimakai.or.jp
　カラコリーナ
 　 〒 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

　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

□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

□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       
　( 介護予防）短期入所生活介護事業　かのこ
　デイサービスセンター　かのこ　
　（介護予防）訪問介護事業所　かのこ：TEL(0898)47-2250

□ホームヘルプ事業部 凜 ( かのこ内 )
　　TEL(0898)36-9155　FAX(0898)47-5677

　　E-mail:hh-rin@kurushimakai.or.jp

□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（共同生活援助事業）
　　 〒 783-0005  高知県南国市大埇乙 2288 番地                                                                                   
                          TEL(088)864-2239

□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

□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

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
   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

　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 

□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

    相談支援センター　アゼリア

□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 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             

□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

◇ 施 設 紹 介 ◇


