
令和４年３月 第７８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
１２：００～１３：００

☆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３・第４水曜日
１２：００～１３：００

営業時間
月曜日～金曜日

午前１１：００～午後５：００

土・日・祝日は定休日です。

しんがた りゅうこう お つ きたい むか しん

「ようやく新型コロナの流行も落ち着くか・・・」と期待しつつ迎えた新
ねん つぎ なみ せいげん せいかつ さき み

年でしたが、またもや次の波がやってきました。「制限のある生活、先の見
ひび いったい つづ ふたた ふあん つの まいにち

えない日々は、一体いつまで続くのか・・・」と再び不安が募る毎日かもし

れません。
しんがた つ あ はや まる ねん ずいしょ てあら

しかし、新型コロナとの付き合い（？！）も、早、丸２年！随所で手洗い、
しょうどく ちゃくよう てってい みつ さ あ まえ

消毒、マスク着用を徹底するのも、密を避けるのも、もはや当たり前になり

ました。
じょうきょう かん ざっし ちょめいじん かた

この状況に関して、雑誌のインタビューである著名人の方が「どこもとて
えいせいてき よ おも す はな

も衛生的になって良かったと思うようにして過ごしている」と話されていま
つ あ なが いま

した。コロナとの付き合いが長くなってきた今だからこそ、そんなふうに
はっそう てんかん すこ じぶんじしん なか ふあん ふまん へ さぎょう

発想の転換をしつつ、少しでも自分自身の中にある不安や不満を減らす作業

をしていけたらいいですね！
しんぶん ざっし ひと かいわ なか かんが

TVや新聞、雑誌、人との会話の中でも「そんなふうに考えるのもアリ
おも み すこ と い

だな！」というヒントはあると思います。それを見つけたら少しでも取り入
ふあん たね よ

れて、コロナウィルスとそれにくっついてくる不安の種を寄せつけないよう
げんき じたい の き

にして、元気にこの事態を乗り切っていきましょう！

しえんいん ほうち

支援員 芳地

とつぜん うち き あじ お き

突然ですが、お家にあるハサミ。切れ味が落ちてませんか？どんなによく切れるハサミでも、
き あじ お じつ かんたん ほうほう は き あじ ふっかつ

やがて切れ味が落ちてしまいます。しかし、実は簡単な方法で刃の切れ味を復活させることができ

ます。
ようい つぎ かみ き

まず、アルミホイルを用意。次にハサミでアルミホイルをゆっくりと、紙を切るようなスピー
は ぜんたい つか せつだん かいていど く かえ き

ドで刃の全体を使いながら切断していきましょう。これを１０回程度繰り返すだけでOK（切れ
あじ わる はさき せんさい か しょう じょうたい ばあい つか ほうほう

味が悪いハサミは刃先に繊細な欠けが生じている状態の場合があり、アルミホイルを使うこの方法
こうせいはさき げんしょう りよう ほうほう き

は『構成刃先』という現象を利用した方法です。アルミニウムを切ることでアルミニウムとハサミ
あいだ まさつねつ しょう と か ぶぶん ふちゃく き あじ ふっかつ

の間に摩擦熱が生じ、溶けたアルミニウムが欠けた部分に付着して切れ味が復活するとのこと）。
ため かみ き き あじ もど はくしゅはくしゅ

試しに紙を切ってみてください。もしも切れ味戻っていたならば拍手拍手（笑）

ほうもんかいごぶ いまい つよし

訪問介護部 今井 剛



ビーム 〒７６８－００２３
観音寺市古川町６０８‐１
ＴＥＬ・ＦＡＸ
０８７５-８２-９５０２

イチゴミルク

リール
〒768-0040

観音寺市柞田町丙1060-1
TEL ： 0875-82-9520

ちいき せいかつ

「地域で生活するということ」
ざいたくせいかつしえん さけ こんにち ちいきせいかつしえん さけ

かつては「在宅生活支援」と叫ばれていたものから、今日では「地域生活支援」へと叫ばれ
ぶつりてき ざいたく こりつ つな

るようになっている。それは物理的には「在宅」であったとしても、そこには孤立や繋がりの
ぜいじゃくせい いばしょ じこ じけん はいけい はんせい

脆弱性、居場所のなさなどがあり、それが事故や事件の背景となっていたことへの反省からで
にんげん ひつよう と

もある。ハウス（J.S.House）は、人間に必要なソーシャルサポートは４つであると説い
じょうほうてき しゅだんてき じょうちょてき ひょうかてき

た（「情報的サポート」「手段的サポート」「情緒的サポート」「評価的サポート」）。それ
おし ひと てつだ ひと いっしょ たの ひと ほ はげ

は、教えてくれる人、手伝ってくれる人、一緒に楽しんでくれる人、褒めたり励ましたりして
ひと みぢか

くれる人が身近にいるかどうかである。
われわれ かなら ひと みぢか われわれ あ まえ

我々には必ずこのような人が身近にいる。そして、我々はそれがあまりにも当たり前すぎて、
じゅうようせい き おうおう こんなん かか くる かたがた

その重要性に気づかない。しかし、往々にして困難を抱え苦しんでいる方々には、ソーシャル
とぼ ばあい おお ほんにん じゅうじつ

サポートが乏しい場合が多い。ご本人がそのようなソーシャルサポートを充実していくことが、
ちいき せいかつ おも しえん おも し

地域で生活するということなのだと思う。そして、それを支援すればいいのだと思う。その支
えん なに むずか ひつよう てき しこう しこう しこう

援とは、何も難しいことをする必要はない。ゴールデンルール的に思考し、試行し、志向すれ
すなわ ひと あいて ぎゃく しか

ばよい。即ち、人にされてうれしかったことを相手にすればいい。そして、その逆もまた然り。
しせつちょう ほさ たかいし ごう

施設長補佐 高石 豪

とし あ はや にかげつ す

年が明けてから早くも二ヶ月過ぎました。
よぼう き くば ないしょく しせつがい さぎょう ひび

コロナ予防にも気を配り、ビームではたくさんの内職や施設外の作業を日々がんばっています。
せつぶん ひ せいかつかいご りようしゃさま えが おに え めん まめ

節分の日には生活介護の利用者様が描いてくれた鬼の絵を面にして豆まきをしました。
たの いそが さぎょう あいま よ きぶんてんかん おも

みんな楽しそうで、忙しい作業の合間の良い気分転換になったのではないかと思います。
たの と い しえん おも

これからも楽しみを取り入れながら支援していきたいと思います。
せいかつしえんいん あや みどり

生活支援員 綾 緑



ビームメンバー
りり へや

RIRIの部屋

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

＜就労継続支援B型 施設外作業〉
・玉ねぎ収穫（三豊市、観音寺市）
・ニッショー（屋内委託作業）
・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）

★出逢いと一歩（第２回）

あい はな もう こ かた ねん かい はな とど

やまももでは「愛と花いっぱいキャンペーン」にお申し込みしていただいた方に、年４回お花をお届けして
とど まるがめし かがわけん えん そだ しきおりおり はなばな

います。やまももでお届けしているのは、丸亀市にある香川県ふじみ園さんで育てられた四季折々の花々です。
がつ いろ よ う がつ ふゆ じょおう がつ しょうがつ かざ かどまつ がつ

５月は色とりどりの寄せ植え、１１月は冬の女王シクラメン、１２月はお正月に飾られる門松、２月はたくさ
しゅるい よ う きせつ はな たの じたく しょくば りようしゃさま えがお とも とど

んの種類の寄せ植えです。季節ごとのお花を楽しみませんか。ご自宅や職場へ、利用者様の笑顔と共にお届け

いたします。
きんがく えん ぜいこみ ねんど もう こ がつ にち もく うけたまわ きょう

金額は１０，０００円（税込）、２０２２年度のお申し込みは３月３１日（木）まで承っております。ご興
み かた と あ

味のある方はやまももまでお問い合わせください。 せいかつしえんいん ながの さきこ

生活支援員 長野 早希子

そと で くるま の わたし ふしぎ み ひとびと かあ て ひ ぱ

外に出れば、車いすに乗っている私を不思議そうに見つめる人々がほとんどだ。お母さんに手を引っ張られ
おお の もの み わたし ほう ふ かえ こ わたし おさな

ながら、それでもロボットのような大きな乗り物を見たくて、私の方に振り返っている子どもたち。私は幼い
ころ ひと しせん ちゅうもく い わたし か み

頃から、たくさんの人の視線に注目され、生きてきたのだった。私は、変わったものを見るかのような、そう
め きら べんきょう にがて ひと うんどう ふとくい ひと め み めがね

いう目が、たまらなく嫌いだ。勉強が苦手な人、運動をするのが不得意な人、目が見えにくいため眼鏡をかけ
ひと かんぺき ひと わたし ある くるま の

ている人、すべてにおいて完璧にできる人なんていない。私は、歩きにくいために車いすに乗っている、ただ

それだけのことだ。
わたし ちゅうがくせい とき つづ しゅみ さくし おんがく き ふ

そんな私は、中学生の時から続けている趣味がある。それは、作詩だ。イヤホンで音楽を聴いていると、不
しぎ ことば う わたし じぶん し きょく おも おお ふく

思議と言葉が浮かんでくるのだ。私は、自分の詩を曲にしたいという思いがいつしか大きく膨らんでいったの
こうこうさんねんせい せんせい であ せんせい ふだん わたしたちこうこうせい なや

だ。そして、高校三年生になり、ある先生と出逢う。先生は普段から、私達高校生のしょうもない悩みを、ど
けんめい き ひ せんせい わたしたち ひ がた き ひと

んなときも懸命に聞いてくださった。そんなある日、先生は私達に弾き語りを聴かせてくれたのだ。この人し
おも し きょく す ひと とど わたし ことば

かいない！と、とっさに思ったのだろう。「この詩を曲にして、好きな人に届けたい」と私は言葉にしたの
せんせい こころよ ひ う にかげつご かんせい きょく わたし め

だった。先生は「ええで！」と、快く引き受けてくださった。そして、その二ヶ月後、完成した曲を私の目の
まえ ひろう いっぽん せんせい やさ こえ かな ななふんかん ゆめ かな

前で、披露してくれたのだ。ギター一本と、先生の優しい声で奏でられる、七分間のラブレター。夢を叶えら
よろこ せんせい たい かんしゃ きも さまざま おも かさ わたし なみだ

れた喜びや、先生に対する感謝の気持ちなど、様々な思いが重なり私は、涙があふれたのだった。

（最終回に続きます）

お掃除の知恵袋

排水溝には「重曹＋酢」！
重曹3/4カップ（150g）を振り、酢1/2カップ（100ml）
をかけて30分～1時間置き、水で流します。
ぬめりやにおいがさっぱり！！ 参考 ムダな家事が消える生活

サンクチュアリ出版



月 火 水 木 金 土 日
３／７ ８

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

９
ふたば保育所
１４：００～

ウィズ
市役所販売

１２：００～

１０
やまももパン販売
１２：００～
１３：００

１１ １２
観音寺コープ
１０：００～
１２：００

１３

１４ １５

Aコープ豊南
１０：００～
１２：００

１６
観音寺市役所
１２：００～
１３：００

ウィズ
トマト販売
１２：００～

１７
やまももパン販売
１２：００～
１３：００

１８
西部養護学校
１４：３０～１５：
３０

１９ ２０

２１ ２２

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

２３
ふたば保育所
１４：００～

ウィズ
トマト販売
１２：００～

２４
やまももパン販売
１２：００～
１３：００

２５ ２６

Aコープ豊南
１０：００～
１２：００

２７

２８ ２９

Aコープ豊南
１０：００～
１２：００

３０
三豊市役所
１２：００～
１３：００

３１
やまももパン販売
１２：００～
１３：００

４／１
福祉センター
１２：００～
１３：００

２ ３

４ ５

Aコープ豊南
１０：００～
１２：００

６ ７
やまももパン販売
１２：００～
１３：００

８ ９
観音寺コープ
１０：００～
１２：００

１０

やまもも・ウィズ・リール＜３月/４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。
それが信頼関係の第一歩。

※ リールレストラン営業日

※新型コロナウィルスの感染状況により変更になある場合がありますので、
各事業所にお問い合わせください。


