
　　　　　　　　　　

　　ル　・　ビ ア ン　・　エ ト ワル　・　ビ ア ン　・　エ ト ワ

（フランス語で「福祉」という意味です） 2019年   第19号

　来 者さんによるアート 、くるしまアー リ ット。　来 者さんによるアート 、くるしまアー リ ット。

　今 も 山の力作が まりました。　今 も 山の力作が まりました。

　今年 は来 りと 行今治支 ラリー どんど の2 に たっての開 とな　今年 は来 りと 行今治支 ラリー どんど の2 に たっての開 とな

り、来 りでは も行 れ、 と の穂特 の ンで出来た、 心 れる 味しいトロり、来 りでは も行 れ、 と の穂特 の ンで出来た、 心 れる 味しいトロ

フ ーが されました。フ ーが されました。

　また、1 月か ４ 間に たって 行今治支 で開 された では「今年も楽しみにして　また、1 月か ４ 間に たって 行今治支 で開 された では「今年も楽しみにして

いました」という意見が せ れるなど、少し つフ ンが えつつあるようで、アートを した来いました」という意見が せ れるなど、少し つフ ンが えつつあるようで、アートを した来

と地域とのつながりも生まれています。と地域とのつながりも生まれています。

　 こそ をとりたい と し実 に 願 った人や、 たな 能を し、 のアート に　 こそ をとりたい と し実 に 願 った人や、 たな 能を し、 のアート に

ンジする人など、それぞれの となっているだけでなく、 にと れない の生き生きとしたンジする人など、それぞれの となっているだけでなく、 にと れない の生き生きとした

作 は見る人の心を う 思 な力があります。作 は見る人の心を う 思 な力があります。

　来年 も な作 たちに出 えるのを楽しみにしています。皆さんも していてください　来年 も な作 たちに出 えるのを楽しみにしています。皆さんも していてください

くるしまアール・ブリュット開催くるしまアール・ブリュット開催

月 2 日 、かのこ 地内にて 2 来月 2 日 、かのこ 地内にて 2 来

りが に開 されました。かのこで開 されるりが に開 されました。かのこで開 される

りを入居者様も 年楽しみにされています。まりを入居者様も 年楽しみにされています。ま

た、 りは、 りや屋 など楽しめる しがたた、 りは、 りや屋 など楽しめる しがた

くさん っている の一 イ ントのため入居者様くさん っている の一 イ ントのため入居者様

か も特に人 があります。か も特に人 があります。

　当日は、 し の りを たり、ゆる ラと一　当日は、 し の りを たり、ゆる ラと一

に を ったりなど楽しまれていました。そのに を ったりなど楽しまれていました。その

中でも入居者様が特に楽しみにされていたのは、お中でも入居者様が特に楽しみにされていたのは、お

りの屋 で されていた食 を 入することりの屋 で されていた食 を 入すること

です。皆さまフライ テトや フトクリーム、です。皆さまフライ テトや フトクリーム、

きそ などを 味しそうに しあがっていました。きそ などを 味しそうに しあがっていました。

　天 にも まれ、今年も皆で楽しい りの思い　天 にも まれ、今年も皆で楽しい りの思い

出を作ることができました。出を作ることができました。

来島夏祭り来島夏祭り
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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」

避 難 訓 練

　ドライブを兼ねて 方島にある、

しまなみドルフィンフ ーム にイルカを見に

行ってきました。

　イルカの 練や 付けなど、はじめて見るこ

とに 味 々の子どもたち。

　調教師の方に「何 いますか 」「何を食べま

すか 」「どれくらい食べますか 」と質問もで

きました。

   地域活動支援センター
     ｢  こ ぱ  ん｣ 

コカ・コーラ工場へ

　楽しみにされていた10月 日のレクリェーショ

ン！上 きを持ち、いざ サン アビリティーズ

今治 へ！

　体操で体をほ した後、フライングディスクに

。 初は しそうにされていましたが、 れ

てくると笑顔も満開。グループごとの いあいに

なるとさらに皆さんの 前があがります。いい汗

をかき、心も体もあたたまりましたね。

　10月、夏に天 で行けなかった

コカ・コーラ工場へリベンジ！

　 内のお さんの を いた後、製造ライ

ンの見学へ。ジーッと き む子、大きなコカ・

コーラに抱きつく子、電車の窓から手を る笑

顔もキラキラ。みんな楽しんだようです。

しまなみドルフィンファーム

　 練をしました。

　 地 が鳴ると を り、

段をあわてず がずゆっくり ります。

　集合場所での点 に 気いっぱいの声で

事をして、無事終了！



 障害者就業・生活支援センター
あ        み

　在職者交流会を「ガス生活館ピポット今治」で開催しました。2部構成で、

前半のかんたん 理教室では講師 生の実演 の下、3 班に分かれて

フ カッチャとフルーツポンチをつくりました。

今  治  福  祉  園
　今年の の日帰り旅行は、保護者の

方と楽しむ班・ フェス班・グルメ班・

観 班に分かれて楽しみました。

　保護者の方と利用者さん、職員も加

わって ち体験をしたり（手 ち

のお の味は格別でした！）、マテ

ラの でＢＢ をしたり。ランチバイ

キングを楽しんだグルメ班は、素 な

理に大 ！ 後温 をまったり いた観 班・・・利用者さん自身が し

たそれぞれの班で充実した一日を過ごすことができました。

　 生からは「生地は生きているので優しく扱ってね。」など、わか

りやすい や により、真剣な表情で生地 くりをしたり、会

話を楽しみながら り付けをしたり、自分の出来上がりを見せ合っ

たりしました。賑やかで、笑顔いっぱいのフ カッチャ体験になり

ました。 談会では、 理 士の さんからも「 バランス」

をテーマにわかりやすくアドバイスを きました。「野 を食べま

しょう。お菓子や果物等の りす に

は 注意」がポイントでした。在職者

交流会では参加者がこれからも し

て仕事をするためにさまざまな視点から職場定着支援ワーカーが企画をしていま

す。また、各々の職場に出 きながら して仕事ができるようサポートしてい

ければと考えています。

　９月１４日に 職準備フェア、９月２ 日に 職面 会を行いました。

職準備フェアでは、講師の母恵夢本 　 山さんによる「障がい者 用と合理的配慮」と障 者職業 ンター

　 さんによる「障 者職業 ンターについて」の ナーを実 しました。 面 を行い、アドバイスを

け２ 日の 職面 会に むことができ、 職内定へ がっています。

ふらっぷ
　ふらっぷでは、毎月お楽しみ会を行っていま

す。

　毎月恒例の笑い ガはもう 3 年近くになりま

す。 初は ずかしがっていた人も、今ではノ

リノリで盛り上がっています。

　今年度は、 近やっくんの書 パフ ーマン

スを め、ボランティアさんによるライブやフ

ラダンスを開催しました。準備の段 で「今日

は何が まるのか！ 」ソワソワ、ワクワク❤

ハワイアンライブでは、 ターや クレレの生

演奏やフラダンスの披露など盛りだくさんで活動室内は、ハワイ一色になりました。

　これからも利用者さんが笑顔で楽しめるイベントを行っていきたいと思います ! !
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今治ワークス

 エンゼル21

ふきあげワークス
　平成 30 年 10 ～ 11 月で研修旅行に行ってきました。今年は アド

ベンチャーワールド ニューレオマワールド（ ） ニューレオ

マワールド（日帰り） の３班です。

　アドベンチャーワールドでは一般公開したばかりのパンダの

ちゃんを見ることができ、喜ばれていました。レオマ 班は２日

目に中野うどん学校へ行き、うどん作りを行いました。自分たちで

作ったうどんは格別おいしかったです。今回は 、日帰りと同じ

レオマワールドに行ったため、利用者さん同士も「あれ

に乗った 」「バイキングであれ食べた 」と旅行が終

わってからも楽しそうに話されていました。

　以下、利用者さんに感 を いてみました。

　 さん「和歌山でパンダの ちゃんを見ました。おし

りは見えたけど顔が見えなかったので、また行ってみた

いと思いました。」

　 さん「レオマ 高！たのしかった！ご もおいし

かった！また行きたい！」

  平成 30 年 10 月さくら会研修旅行で徳島・ 島へ。

　 1 日目は、あすたむらんど徳島、2 日目は、たこせんの ・わら家に行っ

てきました。あすたむらんど徳島の中にある 学館では、様々な実験や体験を通して 学を学びましたが、 を

ひっぱったり、アナ ンサーになったり… ニークなものがたくさんありました。 食は海 を食べ、お いっ

ぱいになった後は、みなさん大好きカラオケ大会。その後、大 場で入 。 者は朝風 にも入られ、身も心

も温かい旅になったのではないでしょうか。

　2 日目のたこせんの では、 ができる工

程を見学しました。とくに 班の方は、今治

ワークスにある 機 と見 べたり、自分が

普段している作業場所はどこになるかなと話し

たりされていました。また試食コーナーがあり、

食べ べをして楽しむこともできました。旅の

めは香川のうどんを食し、 手いっぱいのお

土産 を抱え、全員 気に帰ってくることがで

きました。

　夏には のいちじくがよく実り、 の大

いちじくを販売しました。毎日、 さに負け

ず雨の日も風の日も利用者さんが収穫し、地

域の方々にも大好 でした。 

　９月に どう りと外出を兼ねて、 高

へ。普段はなかなか足を ばせない場所へ行き、楽しい１日を過ごしました。その

、地域の行事にも参加し、 の事業所の利用者さんや職員の交流も行いながら地域と

のコ ュニケーションを図っています。 

　 来からのタオル作業も き き頑張っております。今まで出来なかったことや しかったこともチャレンジ

していく中で出来るようになり、仕事もとてもはかどるようになりました。



麦 の 穂

今治市障害者文化体育施設（サン・アビリティーズ今治）

　9月14、15日に毎年恒例の1 2日研修旅行に出かけました。

今回は、 取県の名 コナンのふるさと館や 木しげるロードへ

行き、 を しながら一緒に写真を

撮ったり、スタンプラリーをして   

 楽しみました。

　その にも、動物と れ合った      

　り、美味しいご を食べたり、   

　家 や 人へのお土産 入も

出来ました。

    たくさんの笑顔で、楽しい時間が過ごせました。

　　　　　パン製造では、定期的に新商品や季節商品を取り入れながら頑張っています。

　７、 月の2 月間、 外 を実 しまし

た。仕事の内 は、ブルーベリーの収穫です。し

いたけの収穫に通じるところも多く、いろいろな

ことを するいい機会になりました。中に

は、収穫作業は初めてという利用者さんもいまし

たが、参加者全員が前 きに取り組み、無事に仕

事を 了することができました。

　 後には、 より感謝の言葉を き、自 がついたことと思います。利用者

さんの 能性を見い出せたことをステップでの仕事にも活かしていけるように、

達も頑張ろうという気持ちになりました。

　平成30年9月15日（土）・10月 日（日）・10月2 日（土）の３日間に って

「エンジョイ！コラボ！パラスポーツ！」を開催しました。

　例年、障がい者スポーツの体験会を開催していましたが、今年は２つ以

上の 目をコラボレーションし、毎年開催している「車いすバスケット

ボール・車いすツインバスケットボール・ バスケットボール」に加え、初

めて「ボッチャ・アーチェリー・フライングディスク・太 」の体験を実 し

ました。

　障がいの有無に関わらず、３日間で合計 120名の方に参加していただき、パラスポーツを通し、たくさんの方と

笑顔あふれる交流を めることができました。

エンジョイ！コラボ！パラスポーツ！

車いすバスケットボール

ボッチャ フライングディスク FIDバスケットボール
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ほ の か
　ほのか第２回運動会を１ 月に行いました。 組と 組に分かれ

て、 入れや り物 争を行いました。昨年に き き盛り上がっ

たのは、パン食い 争でした。今

年の もいい運動ができました。

　糸山へドライブに行きました。

お天気も く、海 から見える景

色がとてもきれいで、 風がとて

も気持ち かったです。地域の

方々からも、声をかけて き交流

できました。

　 のお楽しみの行事に行って来まし

た。みろくの へ日帰り旅行（カラコ

リーナとエダボリーナ合同）。

　ホーム同士の交流をみんな楽しみに

しています。今年は初めて、四国を飛

び出して、広島県の 山市へ かいま

した。 中のバス内では、車内から目に入った物を して、日頃 って

いる知 をバスガイドさんのように披露してくれる人も。

　乗り物 は自分で自動販売機で買います。

　 食も楽しみの一つです。自分が選んだ、からあげ、 身、天ぷらが目

の前に くと、笑顔があふれます。

　観覧車、ゴーカート、ジェットコースター、みんな思い思いの乗り物に

乗ることができました。 後にお土産を買って、 せのおすそわけ。みん

なで楽しい の思い出を作りました（ ）

　今回ご するのは、お手伝いについてです。

を いたり、タオルを んだりして、お手伝

いをしています。そのごほうびとして大好

きなタブレットで動画を観たり、 暇活動

を楽しんでいます。「はじまり」の声掛け

で15分間楽しみ、タイムタイマーが鳴る

と「おわり」。「えんちょうしたいです」

と すると更に5分間 長して楽しむ事

ができます。 

　 おうちでお さんお母さんのお手伝いができるようになる

ことを目 に、ばんびでお手伝いや当 活動を 入し、楽しんでお

手伝いに取り組めるようにしています。

た

年

お

色

方

で

グループホーム

ば ん び
　今回ご

を

いを

き

を

と

が

　 

ことを目

手伝いに取り



　 い日が いた今年の夏！プールやスイカ り、ＢＢ や花 大会な

どたくさんの行事を通して、夏を楽しんで きまし

た。小さいながらも、プランターで園 にも し、

トマトやキュ リの収穫もできました。

　 にはハロ ィンも行い、みんなで してお菓

子パーティーもできました。

　今後も様々な行事を企画し、楽しく参加して け

るよう準備しています。

　9月24日に、土 市 「 の

」まで入居者様10名と職員8名

でドライブ外出を実 しました。

　ドライブ中に海の景色を楽し

まれたり、 着後には なお

弁当を食べたりと普段とは違っ

た環 で楽

しい時間を過ごす事が出来ました。食

後にはおやつも 山食べられ満足され

ていました。

　これからも季節の行事を通して、かるむの皆様が安心して生活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。

　やいろの活動の一つの「 生と勉強」を します。 一人ひとり

の発達に合わせた を提供しています。目的としては、「自分はひとり

でできる」という自 を て、 学へのスキルを身につけて行くことと

されています。

　 の として、プットイン「物を入れる」という な 。 終

了 の 念を教える として も有 的

な 。１対１ 仕 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 。マッチング 図や絵 、写真などで示された物と同じ物を合わせていく

。型はめ ジグを使った 。作業 手 の器用さや、弁別能力、作業手順

を理解する能力等が められる。教 的内 国 や

数など教 的な内 に関 した などがあります。

　保護者や関係機関などからの情 も参考にしながら、 味

関心のあるのもや、 生えのあるものから を作成し提供

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、一人ひとりの自 に がっています。
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◇ 施 設 紹 介 ◇
□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
□グループホーム管理事務所(共同生活援助事業)
　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

                                    E-mail：friendship@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出張所    
　　  〒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
　　　　　　　                E-mail：kanoko@kurushimakai.or.jp
□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       
        E-mail：honoka@kurushimakai.or.jp

□今治市子育て応援ステーション ばんび（児童発達支援センター）
　　  〒799-1537   愛媛県今治市宮ヶ崎甲690番地1
　　　　　　　　 TEL(0898)52-7455   FAX(0898)52-7456       
                                           E-mail：bambi@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  

　ホームヘルプ事業部 凜（2F)
　　TEL(0898)36-9155　FAX(0898)32-2028
　　E-mail：homehelp-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・就労フィールド開拓室
□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　　
　      障害 (者)      TEL(0898)48-8848    FAX(0898)48-8849        
　      障害 (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
　　　　　　　　　　    E-mail：angel21@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：flap@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 
                                            E-mail：step1@kurushimakai.or.jp   


