社会福祉法人

第１４８号
平成２９年７月
発

働く

願 いを

1日
行

〒387-0021

いなりやま福祉会
千曲市稲荷山 2046-1

℡026-272-6647

Fax026-272-6646

E-mail:mantennohoshikirakira@ybb.ne.jp

みんなのものに

《生活介護事業所

はなたば

http://www.geocities.jp/mantennohoshikirakira/
発行人

酒井

勇幸

完成》

いなりやま共同作業所の二階の狭い部屋で工夫しながら活動していた
「はなたば」の皆さんに、明るく広い建物が完成しました。
行政機関や地域の皆様方のご理解、ご支援のおかげと感謝致します。
7 月には利用者の皆さんと職員の引越しをし、新しい「はなたば」の建物
で活動していくこととなります。
今後も引き続き、利用者の皆さんそれぞれの個性を尊重し、健康の維持と
精神的な安定を図り、楽しく有意義な生活を送れるように様々な活動をし
ていきます。
今後とも変わらぬご支援をお願い申し上げます。

コミュニケーションスペース
主に箱折りやくるみの仕事を行います。
とても広いスペースで大人数で活動できます。

さくら・りんご・あんず
（個室）
大きな音に敏感な方や、大人数での

食堂
１F には厨房と食堂があります。満天の

活動が苦手な方が過ごすことが出来ます。

星といなりやま共同作業所の昼食も作ります。

キッチンも付いているので、誕生会のおやつ

個人や少人数での活動に適しています。

温かく美味しい食事を食べることが出来ます。

作りや、調理実習もできます。

部屋にはさくら・りんご・あんずと暖か

はなたばの利用者さんは、食堂に集まり

マットを敷いて、ストレッチ運動も行う予定

な名前を付けました。

楽しんで食事をとる事ができます。

です。

☆生活介護事業所「はなたば」では現在 17 名の方が通い、入浴や食事を始め、散歩や買い物等の外出、創作
活動箱折りの作業等、皆さんが楽しく生き生きと生活できるよう活動しています。
利用を希望される方が増え、個々のニーズも多様となり、部屋の狭さに悩んでおりましたが、いよいよ新しい
建物が完成しました。
利用者の皆さんは、建設中の様子を見ながら「はなたば」の完成を心待ちにしていました。「はなたば」の名
前に合うようなきれいな建物で、楽しい笑い声や歌声が聞こえてくる毎日を送りたいと思います。
地域の皆様、ご家族の皆様もどうぞお気軽にお越し下さい☆

（支援員

松本

武典）

まり子アコースティックコンサート

君の未来にはなたばを
6/25 日（日）あんずホールでの「まり子

アコースティックコン

サート」は 750 名定員のホール一杯のお客様にお越し頂き、大盛況
で開催することができました。
生活介護事業所はなたばの建設資金作りとして、地元稲荷山出身の
シンガーソングライター

まり子さんにご協力願ったのですが、コン

サートの中で、利用者さんが作詞・安藤所長が作曲のはなたばのイメ
ージソング「ベストフレンド」を利用者さんとまり子さんが一緒に
ステージ上で熱唱し、開場は一層盛り上がりました。
ステージで歌ったＭ・Ｋさんは、
「まり子さんとベストフレンドが
上手に歌えてよかった」と喜んでいました！
今回のコンサートの収益 130 万円は、はなたば建設費用に当てさせ
て頂きます。
御来場頂いた皆様、広告・協賛にご協力頂いた多くの皆様方のお力
添えに心より感謝申し上げます。
（支援員

住澤祐樹）

法人からのおしらせ
☆

定例の理事会・評議員会を 7 月 23 日(火)開催
主な議題は平成 28 年度の事業報告・決算の審議であった。事業報告では、新規作業が増え利用者さん

の工賃アップに努力してきたこと、念願の生活介護事業所「はなたば」の建設に着手できたこと、満天の星の
千曲染めの製品がＪＲ豪華寝台列車四季島に採用されたことが大きな事項であった。
決算額は 21,770 万円となった。

☆

社会福祉法人制度の改正が行われる

国・県より指導を受けた千曲市が行う説明会に参加し、評議員の選任・解任委員会の設置、評議員の選出、定
款変更等かなりの労力を費やす事となった。
新役員紹介

理事長
理事

監事

微力ながら引き続き理事長をつとめ

酒井
韮沢
安藤
上條
緑川
佐藤
児玉
小川

勇幸
久人
正幸
眞
美奈孔
清美
久夫
修一

(理事・監事の任期は
2017 年 7 月 23 日～
2019 年 7 月 22 日)

評議員

前田 きみ子
小玉 新市
宮下 平司
笠井 隆志
高山 幸榮
北川原 由美
小林 安子

(評議員の任期は
2017 年 4 月 1 日～
2021 年 3 月 31 日)

させていただくことになりました。
新しい役員体制で事業を進めて参り
ますが日々生き生きと希望を持って生
活することを願い努力して参ります。
はなたばの建物完成により、皆さんの
活動が充実する事、広くなった厨房設備
で職員も働きやすくなり、皆さんが笑顔
で食事を楽しめることを嬉しく思って
おります。
多くの皆様方の御支援に感謝し、役職員
一丸となって事業を進めてまいります。
今後ともご指導の程よろしくお願い
いたします。
酒井 勇幸

第６回いな福まつり ふれあい大バザー・はなたば内覧会開催

-7 月 30 日(日)-

今回は２０１７年７月１日に生活介護事業所“はなたば”
の開設を記念して開催致します。
従来のバザーやステージ、屋台、縁日等に加え“はなたば”
の施設内も開放し、皆様に見学して頂く予定です。多くの皆様
に楽しんで頂けるよう、まつり準備も一丸となって進めていま
す。
“はなたば”の内覧会では、仲間たちが過ごす施設の設備や
内部の様子をご覧頂く機会として、多くの皆様にお越し頂けれ

はなたば全景(２０１７年６月２０日現

ばと思います。ご来場お待ちしております。

いなりやま福祉会

～お仕事紹介～

資源回収

毎日の資源回収場所

いなりやま福祉会では、資源の回収を行っています。
出して頂いた資源は種類ごとに分けて、車に積み込ん
で回収業者に持っていきます。アルミ缶は全て潰して
から袋詰めして、回収業者に出します。
おかげさまで地域の方々をはじめ、多くの皆様のご
協力でたくさんの資源が集まっています。屋外での作
業になるため、冬には寒さに耐え、春秋は風雨をしの
ぎ、夏は暑さに汗を拭い、天候とも戦いながらの作業
になります。仲間の皆さんも一生懸命に取り組んでい
ます。これからの時期は休憩や水分補給にも気を付け
ています。
資源回収は、回収場所に出して頂く他に地域の事業
所・会社等へ回収に伺うこともしています。ご家庭等
でもお持ち頂くことが難しい場合は、ご連絡頂ければ
回収に伺っています。
また年 2 回、稲荷山地区で地域の皆様にご協力頂き、
一斉の資源回収も行っています。今年度は第 1 回目の
資源回収を 8 月 27 日に計画しております。

回収場所

集めている資源
アルミ缶・ダンボール・新聞紙・雑誌類
古紙・牛乳パック・茶色の一升瓶
ビール瓶
アルミ缶つぶしの様子

ダンボールの積み込み

（支援員

住澤祐樹）

夏季販売事業

今年度もよろしくお願いします。

夏季、冬季と毎年２回行っている販売事業ですが、各種団体の方々や個人、事業所の皆様には
毎回多くのご協力をいただきありがとうございます。今年も、皆様に喜んでいただける製品を作り
たい！と皆で考え、思いを込めて製作いたしました。また、多くの企業の皆様のご協力もいただき、
素敵な商品をたくさんお届けできるかと思います。
今年も障がいのある利用者たちが、この販売事業を通じて多くの方々と出会い、思いを伝えるこ
とができます。販売事業の収益は、利用者の皆さんの働く事の楽しさや、喜びを増すための財源と
させていただきます。皆様のご注文をお待ちしております。
★いなりやま共同作業所製品
「ぱっくんペンケース」８５０円

★満天の星の製品(千曲染め)
「シルクストール」１，８００円

◎仕上がり寸法 縦５cm・横１８cm・奥行５cm
◎形は、三角柱でマグネットホックでの開閉。
◎ネコ柄・しずく柄・花柄・無地の 4 種類です

◎幅３０cm・長さ１２０㎝(10ｇ)
◎シルク 100％でやわらかく、なめらか。
◎桑(浅黄色)・杏(ピンク)の 2 種類です
（支援員 上原 一輝）

新しい仲間が増えました。（いなりやま共同作業所
高森

就労移行）

浩志さん

4 月からいなりやま共同作業所に入りました。毎日

箱折りを頑張っています。

僕は、猫が好きです。いつかお家でネコを飼いたいです。よろしくお願いします。
〔職員のコメント〕
2 ヶ月が経ち作業所にも慣れた高森さんです。毎日、職員の似顔絵を書いてくれます。
箱折り作業もすっかり慣れ色々な箱を黙々と折っています。最近は、仲間の皆さんと
楽しそうに作業所の生活を送っています。

宮坂

（支援員

宮澤

礼）

真未さん

作業所に入り、たくさん話しができる友達ができました。苦手なこともあるけど、
箱折りの仕事はちょっとずつ慣れてきたと思います。たくさん、練習してできることを、
増やしたいです。あと、もっと話せる友達を作りたいです。
〔職員のコメント〕
作業所に入り、2 ヶ月が経ちました。毎朝、元気な声であいさつをしてくれます。箱折
りの仕事も黙々と行い報告もしっかりできるようになりました。今後、新しい仕事に
挑戦しどんどん成長してもらいたいです。

（支援員

荒井

宏之）

新職員紹介
いなりやま福祉会法人事務局

勤務

荒川

幸正さん

4 月からお世話になっています。仲間と一緒に元気に頑張りたいと思います。
どうぞよろしくお願いします。

