
令和３年４月 第６７号社会福祉法人ラーフ

居宅訪問介護サービス

居宅訪問介護部
〒768-0023

観音寺市古川町97番地2
TEL ： 0875-24-0999
FAX ： 0875-24-9978

発達障がい者の居場所支援センター

ウィズだより

〒768-0072
観音寺市栄町3丁目5-3-2
TEL ： 0875-24-8111
FAX ： 0875-24-8141

☆ 観音寺市役所内１階の窓口前
毎月第２水曜日 １２：００～

☆フレッシュショップ トマト
観音寺店外のテントの下
毎月第１・第３水曜日
１２：００～

☆ 橋本病院
１階のエレベーター前
毎月第４水曜日 １１：３０～
（現在はお休み中です）

営業時間
月曜日～金曜日・第２土曜日
午前１１：００～午後５：００
土曜日（第２土曜を除く）
日曜日・祝日は定休日です。

しょ そんしつ ひ

「書を読まざる日は損失の日なり」
うちむらかんぞう しょくはつ お い しょもつ

ふと思い出した内村鑑三のこの言葉に触発され、押し入れから古い書物を
ひ ぱ さいきん いそが どくしょ

引っ張り出してみたりしました。そういえば最近は忙しさにかまけて読書も
てま じこけいはつ

していなかったな…。一番お金も手間もかけずに出来る自己啓発は、これは
つ そんしつ

もう読書に尽きます。だからこそそれをやらない日は「損失の日」であるの

でしょう。二度とない一日だからこそ何かを学びたいものです。
かい しょせき ねむ

ウィズも２階にたくさんの書籍が眠っています…眠っていると書いたのは、
ざんねん りようしゃ

今のところ残念ながらそれを手に取る利用者さんがほとんどいないからです。
きょうみぶか ないよう めじろお

タイトルをずらりと見ただけで興味深い内容のものが目白押しなのですが、
かつじ にがて

みなさん活字は少し苦手でしょうか。
としょかん す ちゅうどくしゃ

私は図書館で一日中過ごせる活字中毒者ですが、できる限り、若いうちに
りょうしょ ふ あ ねんれい かさ かいてん

良書と触れ合うことをオススメします。年齢を重ねるたびに、頭の回転は
にぶ ものおぼ じっかん

鈍りますし物覚えも悪くなるのを私自身が実感してきているから…。
つう いじん たいわ けいけん

本を通じて偉人とも対話でき、経験したことがないことでも学ぶことがで

きます。
かか なや かいけつさく みちび

そして今抱える悩みの解決策も導き出せるかもしれません。おうち時間
さけ さっこん ぜっこう

が叫ばれる昨今は読書好きになる絶好のチャンスです！ しえんいん こうき とおる

支援員 幸木 徹

げんざい しつ たか ため ちしき しゅうとく かいごふくししじつむしゃけんしゅう がんば

現在、私なりに仕事の質を高める為には知識を習得しようと介護福祉士実務者研修を頑張って受

けています。
はず さら しゅうりょう

しかし、コロナで８月スタートの筈が１２月になり、更に終了が１月予定のはずが３月になり、
ほんらい しけん みこ

本来、１月に研修を終えた後に介護福祉士試験を受けるはずだったが見込みで試験を受けざるを
へんこう ふ け

えなくなったりと、考えていたスケジュールが変更しまくりで踏んだり蹴ったりでした（涙）
だれ どりょく てん

でも、「誰にでも出来ることを誰にも負けない努力をすることで明るい未来が見えてきます。点
てきせんせき いし かなら まい

滴穿石（強い意志は必ず通じる）」山あり谷ありはいつものこと、頑張って参りましょう！
かいごぶ よこざわ まさき

介護部 横澤 政記



やまもも・ウィズ・リール ＜４月/５月販売・行事カレンダー＞

※ウィズのワッフル販売は売り切れ次第終了です。
お早めにどうぞ！！

約束は必ず守ろう。時間を守ること、
言ったことを守ること。

※ リールレストラン営業日

月 火 水 木 金 土 日
４/１２ １３

Aコープ豊南
１０：００～
１２：００
福祉センター
１２：００～
１３：００

１４
ふたば保育所
１４：００～

ウィズ
市役所販売
１２：００～

１５
やまももパン販売
１２：００～
１３：００

１６
西部養護学校
１４：３０～
１５：３０

１７ １８

１９ ２０

Aコープ豊南
１０：００～
１２：００

２１
観音寺市役所
１２：００～
１３：００

ウィズ
トマト販売

１２：００～

２２
やまももパン販売
１２：００～
１３：００

２３ ２４

Aコープ豊南
１０：００～
１２：００

２５

２６ ２７

Aコープ豊南
１０：００～
１２：００

２８
三豊市役所
１２：００～
１３：００
ふたば保育所
１４：００～

２９
やまももパン販売
１２：００～
１３：００

３０ ５/１ ２

３ ４ ５ ６
やまももパン販売
１２：００～
１３：００

７ ８
観音寺コープ
１０：００～
１２：００

９

１０ １１

Aコープ豊南
１０：００～
１２：００
福祉センター
１２：００～
１３：００

１２
ふたば保育所
１４：００～

ウィズ
市役所販売

１２：００～

１３
やまももパン販売
１２：００～
１３：００

１４
西部養護学校
１４：３０～
１５：３０

１５ １６



リール
〒768-0040

観音寺市柞田町丙1060-1
TEL ： 0875-82-9520

じっかん しんねんど かいしょ

すっかりあたたかくなり、春たけなわを実感する毎日です。新年度が始まり、リールは開所して
むか しゅうろうけいぞくしえんえーがた げんざい たんきにゅうしょ とうろくしゃ

丸３年を迎え、就労継続支援A型のご利用者様は現在１４名、短期入所のご利用者様は登録者が５
ふ

０名に増えました。
さくねんど かんせんしょうたいさく かくほ

昨年度は新型コロナウィルス感染症対策に追われ、その中でも売り上げの確保が出来るように、
いんしょくぎょう びようぎょう こうりぎょう はんばい じっせん

飲食業、美容業、小売業、貸しスペースの新しい販売の形を考え、実践してきました。利用者
しょくいん

スタッフや職員の努力、そして何よりすべてのお客様のご協力があり、なんとか売り上げも大きく
の ぶもん えいぎょう かんしゃ

変わることなく（中には伸びた部門も）、営業を続けてこれています。本当に感謝しかありません。
こんねんど みなさま

今年度も皆様、どうぞよろしくお願いいたします。 しせつちょう なかの しんじ

施設長 中野 真司

ビーム
〒７６８－００２３

観音寺市古川町６０８‐１
ＴＥＬ・ＦＡＸ
０８７５-８２-９５０２

せいかつかいご ほんかくしどう す じょじょ ふ かっき

ビームの生活介護が本格始動して２ヶ月が過ぎました。利用者様も徐々に増え、活気が出てきました。
お がみ かいがせいさく そうさくかつどう けいさぎょう おんがく など

ビームの生活介護では、折り紙や絵画制作などの創作活動、軽作業、音楽活動、週２回のリハビリ等を
おこな

行っています。
りようしゃさま たの

創作活動では利用者様が、みんなで楽しめるゲームを作りたいとおっしゃるので、どんなゲームにす
ざいりょう ひつよう しょくいん かんせい

るのか、どんな材料が必要なのか、利用者様と職員で話し合い、いくつかのゲームを完成させました。
すば かんしん

話し合いの中で、利用者様がいろいろな素晴らしいアイデアを持っていることが分かり、とても感心し
とく けっさく な すうじ

ました。特に、ストラックアウトは傑作だと思います。ボールを投げてあたると、数字がひっくり返る
しく

仕組みになっています。
いけん じゅうじつ ぜんりょく しえん

これからも、利用者様の意見をよく聞き、充実した生活を送っていただけるよう、全力で支援して

いきたいと思います。
つうしん お しょうかい

ほかの活動やリハビリについても、ラーフ通信にて追って紹介していきたいと思います。
よこざわ

横澤 えりこ

イチゴミルク

カタラーナ果物たくさんワッフル 本日のパウンドケーキ



やまもも連絡先
〒768-0023
観音寺市古川町９７番地２
TEL/FAX
：0875-23-3507

障害福祉サービス事業所

〈やまもも施設外就労〉
・ニンニク収穫（琴平町、
善通寺市、三豊市）

・玉ネギ収穫（室本町）
・ぐろーぶる農人（大野原町）
・ニッショー（皮剥作業）
・アイフル清掃
・国交省簡易パーキング
維持管理（月、水、金）

・三豊総合病院花壇管理
（毎木曜日)
〈施設外作業〉

・観音寺総合公園自販機清掃
（毎月第１月曜日）

さくら きせつ ま す さ しんりょく まぶ

桜の季節もあっという間に過ぎ去り、そろそろ新緑が眩しい季節になっているでしょ

うか？
きゅう じぎょうしょ はじ しんねんど

旧やまももがやまももとビームの２つの事業所にわかれて初めての新年度のスタートと

なりました。
かく りようしゃ くわ さぎょう な どくじ

各事業所も新しい利用者さんを加え、新しい作業、作業スタイルにも慣れだして独自の
ふんいき かつどう ようす

いい雰囲気の中活動ができている様子です。
こんねんど ほうしゅうかいてい しょうがいふくし ていきょう

今年度から新しい報酬改定がなり、障害福祉サービス事業を提供している私たちには、
いっそう どりょく か しゅうろうけいぞくしえん こうちん

より一層の努力を課せられたなと感じています。就労継続支援については、やはり工賃の
こうじょう いぜん もくひょう かか

向上！以前のやまももからずっと目標として掲げてはいますが、「工賃と年金を合わせて
しゅうにゅう く あ ひとり ぐ ちいきせいかつ じゅう

月に１０万円を収入とし、他のサービスと組み合わせることで一人暮らしや地域生活を充
じつ みな もう わけ

実してもらいたい」。利用していただいている皆さんには申し訳ないのですが、まだまだ
みちなか

道半ばです。
もくひょう じゅうじつかん え のうりょく

ひとりひとり、利用の目標であったり充実感を得られる作業であったり、もちろん能力
もと こと

であったりとサービスに求めているものは異なると思います。求めていただいているもの
ここ ついきゅう まんぞく えがお

は何か、個々の充実は何か、今まで以上に追及しながら皆さんの満足と笑顔を引き出せる
せいちょう いっしょ がんば

事業者になりたいと、日々成長していきたいと考えていますので、一緒に頑張りましょう！
まいとし かいさい ちいき しんがた かんせんぼうし

＊毎年４月に開催していました『地域ふれあいの日』は新型コロナウィルス感染防止のた
げんだんかい さいしゅうどよう えんき ちいき かんせんじゅうきょう へんこう

め、現段階では９月の最終土曜に延期しています。地域の感染状況によって変更もありま
さい しゅうち

すので、その際は周知させていただきます。 しせつちょう いしかわ ひろひさ

施設長 石川 浩久


