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　今治市 に たにオープンする「 支援 ン ー」です。「 支援」とは がいの　今治市 に たにオープンする「 支援 ン ー」です。「 支援」とは がいの

ある子どもさんの 施設です。 的なサービスとしては日常生活における 本的な 作のある子どもさんの 施設です。 的なサービスとしては日常生活における 本的な 作の

トイ や い、 といった日常生活 作 、 能の 、 生活 の を行います。トイ や い、 といった日常生活 作 、 能の 、 生活 の を行います。

　ちなみに、「 ん 」の 来は？？との を職員の方か も く かれますのでこの を りて　ちなみに、「 ん 」の 来は？？との を職員の方か も く かれますのでこの を りて

させていただきます。「 ん 」建設 地はかのこの りです 。「かのこ」を で くと「 の子」。させていただきます。「 ん 」建設 地はかのこの りです 。「かのこ」を で くと「 の子」。

の子を すると「 ん 」という 来です。の子を すると「 ん 」という 来です。

　 ん ではこれか し 来に けて んでいく、一 初に るサービスとしての を　 ん ではこれか し 来に けて んでいく、一 初に るサービスとしての を

け め、 来子どもさんが に出て、ご家族に見 れなが 「いえ」で生活し、当たり に「はけ め、 来子どもさんが に出て、ご家族に見 れなが 「いえ」で生活し、当たり に「は

た く」という の しを送れるように、 者と に生きていく力を んでいくことに り んた く」という の しを送れるように、 者と に生きていく力を んでいくことに り ん

で行きたいと えています。で行きたいと えています。

　　皆様のおか により、サン アビリテ ー 今治は開 3 年を える事が出来ました。

　これもひとえに皆様のご があってこそだと しています。　これもひとえに皆様のご があってこそだと しています。

　開 か 3 年を え、地域の皆様に される施設を して ってきました。こ　開 か 3 年を え、地域の皆様に される施設を して ってきました。こ

れか も職員一同全力を くして 4 年 年皆様に され続けるよう っていきますのれか も職員一同全力を くして 4 年 年皆様に され続けるよう っていきますの

で、これか もよ しくお願いいたします。で、これか もよ しくお願いいたします。

祝30周年　サン・アビリティーズ 今治 祝30周年　サン・アビリティーズ 今治 （昭和61年12月設立）（昭和61年12月設立）

　　今治市子育て応援ステーション今治市子育て応援ステーション　　「ばんび」「ばんび」
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 障害者就業・生活支援センター
あ        み

　平成 29 年 8 月 30 日に 職準備フェアを開催しました。この

フェアは、年１回開催される 職面 会の準備段 として行っ

ています。内 は、講師の方から実 的なビジネスマナーを学

んだり、企業 当者の方が面 となり面 練習等を行ったり

して面 のいろはを学習しました。

　 職面 会に参加するために練習に来られた方、まだ一般企

業への は しいが面 等の社会性を学びたい方など様々な

方にご参加 きました。その後開催された 職面 会本 では、

練習の成果を発 し、面 会後はあみの実習を利用することで、

本人は自分に した職 か、企業の方は能力に見合った仕事が

提供できるか して き、 用に がった方もおられました。

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」

今  治  福  祉  園
　今年の 月より、日中活動（生活 護）と生活支援（ 入所支援）を

分けました。お の活動と生活支援の職員を分けた事により充実した毎

日が れるようになって来ました。また、誕生日外出も まりました。

誕生月に 当職員が本人さんのニーズに合わせた外出を企画していま

す。1 対 1 のじっくりとした関わりに職員も利用者さんも新たな発

見や喜びが生まれています。 にもいちご りや どう り、そう

めん流しやサーカス など毎月様々な行事があり、わくわく出来る内

となっています。これからも利用者の方達の「笑顔」が増えるような力 え

が出来ていければと思っています！！

　今年もサン・アビリティーズ今治の 生が体操教室を開いてくれま

　した。準備体操をした後、いろんな運動に です。

　戸惑いながらも笑顔で参加できていました。

　学校からなかよしに 着。

　手を っておやつが終わると、　各利用者

　さんごとにスケジュールが まります。

　 、ワーク、パズル …、

　 、ワークが終わると、 だちと遊 、

　 楽を く、 を観て、楽しく過ごして

　います。

なかよしの放課後

　年に2回、 練をしています。

今回は による 練を行いました。

器の使い方や注意事 の後、ひとりずつ 器で練

習しました。

   地域活動支援センター
     ｢  こ ぱ  ん｣ 

体操教室
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　今回は「バック」製作の工程を教えちゃいます。

ステップ

　　 「絵を選 」利用者さんが描いた絵の中から選

　　 「トレース」パソコン上に取り入れデジタル化する

　　 「 を作る」データを り業者へ する

　　 「 製」 シンで 部分を う

　　 ロック シンでかがり いする

　　 「商品 成」の流れになります。

　 利用者さんがそれぞれの得意分野を活かし力を合わせて

作った  オリジナルの商品が 成します。

　バザーではもちろん、ふきあげワークスでもたくさんの商

品を販売しておりますので、近くに来られた方は是非お立ち

りいただき、実 に商品を手に取っていただけたらと思い

ます。

 今治ワークスでは工 上、 スキルの 上を目 し、

松 産 会社さんにて作業を行っています。

　 の身を る作業や、

のパック詰めの流れ作

業を の 業員さんと一

緒に行い、日々たくさん

のスキルを 得させて

いています。

　一般の会社での仕事は

利用者さんひとりひとり

にも い 激となってお

り、 意 の 上につ

ながっています。

　試食して、かごとハサ を持ち「どれにしようかな 」と

どう へ入り、お土産の どうを手にした時の顔は、と

ても嬉しそうでした。 食は、 後のバイキング 理です。

楽しく いながらお に ッシリ盛ったおかずは、あっと

いう間に食べ終わり、

おかわりもして大満

足。おまけにこの日

は、じゃんけんに勝

つとショートケーキ

がもらえる日だった

のでラッキーでした。

　外出してリフレッ

シュできた一日とな

りました。

ふきあげワークス

　 で行っている 平 も5年目となりました。

　 平は愛媛県の果 試験場で「 の香」に「 知 」を交配して誕生した

、と言われていたのですが、後に「 A 定」を行ったところ「 の香」

と「ポンカン」の交配だった事が したという少し変わった経 を持つ

です。

　収穫の時期は1月下旬から2月上旬になっており、木にならせたまま年を

すので、 や さから果実を るために、みかん１ １ に紙の をかける

があります。

　11月の くなってきた時期から、一つ一つ丁寧に 掛けを行っています。

さいさいきてや などに びますので、ぜひ今年の は食べてみてください。

今治ワークス

ふらっぷ
　ふらっぷの の恒例行事となりました焼き 大会を 10 月 24 日に行いま

した。

　当日は朝から の をする人、真剣な表情で を新 に む人、アル

ホイルでクルクルと く人と、協力して準備しました。 が焼けるまで見

学したり、待ち しく気になってソワソワ…

　 後からいよいよ試食タイムです❤　好天の中、ホクホクのあま～い焼

き を美味しくいただき楽しい時間を過ごしました。

　毎年実 している どう り。

今年は 間の 野歌（めのか）へ

行きました。　　　　　　　　　　
施設外就労  （森松水産冷凍株式会社）

焼き芋大会

エンゼル21
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か の こ

ほ の か
　8月にほのかで家 の方もお びして第1回目となる夏祭りを行いました。
　各 ニット協力して入居者の方々と準備をしていくことも楽しく、 りつけ
や催し物など ニットごとで特 があるものができ、お祭りに参加しながら見
て回り楽しい時間を過ごすことができました。
　職員が の前で汗を流しながら作った焼きソバも美味しくできて、食べて
いただいた皆様より笑顔で「おいしい」と言っていただき疲れも吹き飛 思いで
した。
　 後は 関前の広場で花 をして、 性職員が 山の花 に点 すると皆さ
ん声を上げて盛り上がり楽しいお祭りができました。

ドローイング工房
　クラフトマン

今治市障害者文化体育施設（サン・アビリティーズ今治）
　11月18日（土）に、祝30周年記念イベントを開催し、たくさんの方にご参加をいた

だきました。本当にありがとうございました。

　このイベントでは、「 もくまつり」を5年 りに 活させました。

　ダンス交流会のテーマは「出あい」。障がいの有無に関係なく一つの作品を踊り、

交流を図りました。自然に笑みがこ れ、より い交流を図れた 間でした。カラ

オケ交流会のテーマは「ふれあい」。会場全体が歌声に き入り、自然と手拍子が

りました。 会をしてくださった高 さんの 好調なトークが、さらに盛り上

がりに花を えてくれました。イベント 後には愛媛県出身のレー ンド松屋さ

んのライブが行われ、 なトークや懐かしい楽 に まり、終 は歌に合わせて

観客全員がタオルを片手に り回し、アンコールにはメドレーで応えてくれるな

ど、会場がひとつになりました。

　会 ・研修室では教 文化 味講 の 講者による作品展示と、これまでの活動写真をスクリーンに し、大変多くの方に

見ていただきました。　「 りあい」がテーマの屋外バザーでは、バザーを りながら懐かしい顔 れに会い、昔話が んだ方

も多かったようです。大変多くの方にご来場していただき、イベントは大盛 のなか終えることができました。

　かのこにて、来島会の夏祭り

が今年も開催されました。

　かのこの 地内で開催される

夏祭りを、入居者さんはもちろん職員も毎年楽しみにされてい

ます。催し物の踊りや演奏を観覧したり、ワイワイとたくさん

の来場者のいる雰囲気を味わうなど、皆さんとても楽しまれて

いました。

　その中でも、入居者さ

んが特に楽しみにされ

ていたのはお祭りの出

で販売されていたお

やつを 入することで

す。ジュースやアイスな

どを食べられ、皆さんと

てもうれしそうです。

  デイサービスセンター 
　　　　かのこ

　10月にスポーツ大会を行い

ました。　今年は、愛媛県で国

体が開催され選手の 姿をテ

　9月15・1 日に毎年恒例の1 2日

研修旅行へ出かけました。

　今回は、香川県へ行きニューレオ

マワールドでアトラクションを楽

しんだり、ホテルレオマの では

食・朝食をバイキングでお いっぱ

い きました。

　2日目は、あいにくの天気でした

が 表参 で有名な「おいりソフト」を食べたり、新屋島

館へ行きイルカショーを観たり、お土産 入をして楽しく過ごしまし

た。 食では、有名 でうどんを食べ、旅行の 後にはパン屋にもよ

り香川県を満 することが出来ました。

　 月1日より、

支援Ｂ型事業所

（ の 出張所）と

して新たに事業を開

しました。4名の

利用者さんが在 で

パソコンの仕事をしています。自 問・事務

所来所を通してコ ュニケーションをはかって

おり、会話も増えて皆さん喜んでおられます。

どうぞ しくお願いします。

就労継続支援Ｂ型
スタート

夏　祭　り

「五もくまつり」復活!!

レビや新 で拝見し、大変感動しました。

　愛媛国体の いにのり、かのこでは 入れ、輪 げ、

カーリングの を行いまし

た。真剣な眼 しと表情で

い、 が終わるとお

いの健 をたたえ合

い、 山の笑顔がみられ

ました。心地よい汗を

かき、スポーツの を満

することができました。



かるむ
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や い ろ
 やいろでは、プロジェクターから流れてくる をイメージした「 」、

バブルチューブから流れる空気の の「 」（お母さんの子 の中の と

同じとも言われています。）、 ーターベットから感じる「温度」、ボー

ルプールのボールや ラ ラフ ンジーのソフトクッションの「感 」

など様々な 激を提供し、リラクゼーションを す ンサリールームが

あります。

 子どもたちはこの空間で様々な感覚 激を得て、自分の好きな感覚を見

つけ楽しみながら過ごすことができます。

　構造化された教室や ンサリールームなどの部屋を 用しながら、子

ども一人一人の成長に合わせて支援していきたいものですね。

南海学園

　かるむ入居者の皆様は体調を大きく される事もなく、健康的に日々の生活

をおくられています。

　9月18日には、入居者の皆様10名と職員8名でお弁当を持ってドライブ外出に

行きました。安 市の 野まで行き、海を めながらみんなでお弁当を食べる事

で、普段とは違った雰囲気を充分に楽しんでいただけたと感じています。帰りの

ドライブではヤシィパークへ り、散 をした後におやつも 山食べられ、ご機

嫌な入居者の皆様の笑顔を見る事が出来ました。

　今後も季節の行事や日 生活を通して、かるむの皆様が安心して笑顔で暮ら

していけるよう職員一同、一生懸命支援に取り組んでいこうと考えています。

　このたびは、 会社 野屋様より「桜 海 クラブ」（土

地・ 物）のご 付をいただきました。これもひとえに当法

人の社会 における活動をご理解いただいていることだ

と身にあまる に じます。社会 事業を通じて、地域

に できるような活用の仕方を考えていきたいと思

います。

　2017シーズン、熱いご声援ありがとうございました。
昨年は惜しくも届かなかった、Ｊ３昇格を今年こそ必
ず達成できるよう、選手・スタッフ一丸となって戦いま
す！
　また、２年目となる夢スタでは昨シーズンより一層
楽しんでいただけるよう着々と準備を進めています！
　開幕は３月です！スタジアムで会いましょう!!

掲　示　版

　つくし寮では 月の流しそうめんや10月のバーベキュー大会、ひまわり寮では 月の

花 大会や9月の焼き 大会、たん ・すみれ寮では5月のいちご りや 月のドル

フィン ンターでのイルカタッチ体験など…。各寮の利用者さんがそれぞれ、無理なく

楽しむことができるように内 や環 定を考え、計画しています。

　高知の長い夏もやっと過 り、少しずつ の気配が近 いてきました。 から に

かけても、利用者の皆様に笑顔で楽しんでいただけるよう、各寮バラエティに んだ楽

しい行事を企画していきます！写真は、たん ・すみれ寮のドルフィン ンターでの

様子です。

　南海学園では、毎月行事やイベントが盛り

だくさんです！
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◇ 施 設 紹 介 ◇
□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)35-2474
　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
    フレンドシップホームⅠ、Ⅱ、Ⅵ
　　  〒799-1511  愛媛県今治市上徳字的場甲304番地1
　フレンドシップホームⅢ
　      〒794-0022  愛媛県今治市室屋町一丁目1番地8
　フレンドシップホームⅣ
　　  〒794-0813  愛媛県今治市衣干町二丁目1番地28
□麦の穂(就労継続支援B型・生活介護）
　　  〒794-0813  愛媛県今治市衣干町二丁目144番地3

　　　　TEL(0898)35-4441    FAX(0898)35-4442       
    E-mail：muginoho@kurushimakai.or.jp

　ドローイング工房クラフトマン    
　　  〒794-0813  愛媛県今治市衣干町二丁目144番地1   

　　     TEL(0898)32-6860　FAX(0898)32-6866                                   
E-mail：craftman@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
□ほのか（地域密着型特別養護老人ホーム）　　　　　     　　          
         〒799-2113   愛媛県今治市高部甲535番地1

TEL(0898)52-7100   FAX(0898)52-7101       
□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

□ばんび（今治市子育て応援ステーション）
　　 愛媛県今治市宮ヶ崎甲690番地1
　　　　　　　　　　　　　　　平成30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
　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  

　ホームヘルプ事業部 凜（2F)
　　TEL(0898)36-9155　FAX(0898)32-2028

　　E-mail：hh-rin@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

□エンゼル21(今治ワークス従たる事業所)　　　　　　
       〒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
□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 
□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


