
令和３年１２月 第７５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１・第３水曜日
１２：００～１３：００

（1月より第3・第4水曜日にかわります）

☆ 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

午前１１：００～午後５：００

土・日・祝日は定休日です。

しんがた かんせん そうどう はじ ねんめ ばくはつてきかんせん いちじ

新型コロナウィルス感染の騒動が始まって２年目。爆発的感染があり、一時
おも こうか すこ お つ

はどうなることやら？と思いましたが、ワクチン効果で少し落ち着いてきまし

た。
きじ よ ころ だい ぱ き こと いの なつ ねんおく

この記事が読まれる頃に第６波が来てない事を祈ります。夏には、１年遅れ
かいさい きろく きおく のこ さまざま

のオリンピック、パラリンピックが開催され、記録、記憶に残る様々なシーン
おも

があると思います。
わたくしごと しょじゅん おば さそ しゅくはく こうえんにゅう

私事ですが、11月初旬、叔母に誘われレオマホテルに宿泊しました。公園入
えんりょう しゅくはくだい しょくじだい おんせん みやげ ふく かくやす りよう こと

園料、宿泊代、食事代、温泉、お土産クーポンを含め、格安で利用する事がで
とお み はくあ と おも じつげん

きました。遠くに見える白亜のホテルにいつか泊まりたいと思いつつ実現はな
おも

かなかないと思っていたところでした。
かんせんけいざいたいさく おも おな おも りよう

コロナウィルス感染経済対策の１つだと思いますが、同じ思いで利用してい
ひと おお

る人は多かったです。
しょうどくえき てぶくろ など かんせんたいさく ひつよう もの

マスク、消毒液、手袋、ソーシャルディスタンス等、感染対策に必要な物を
いろいろ ばめん め すこ いぜん せいかつ もど こと

色々な場面で目にしますが、少しでも以前の生活に戻れる事にホッとしました。
かんせん とお おだ れいわ ねん むか

コロナウィルス感染のニュースが遠のいて穏やかな令和4年を迎えたいもの

です。 かいごぶ やました さとこ

介護部 山下 聡子

こういん や ごと じっかん しわす じき

「光陰矢の如し」を実感する師走、この時期はバタバタしがちです
なか こころ も す き

がそんな中でも心にゆとりを持って過ごしていきたいものです。気が
わたし いちいん よねん さいげつ けいか

つけば私もラーフの一員となり四年の歳月が経過しました。
わたし りねん いじょう にんげん

私はラーフの理念のひとつである「プロであれ、それ以上に人間で
ことば ひ にゅうしゃ にんげん ひび たんれん

あれ」という言葉に惹かれて入社した人間です。プロとして日々鍛錬
たいせつ にんげん せいちょう

していくことが大切なのはもちろんですが、「人間として」成長して
いじょう だいじ おも

いくことがそれ以上に大事に思います。
にんげんりょく ひと まわ しぜん ひと あつ ひと も

「人間力」のある人の周りには自然と人が集まります。その人の持
じんかく か がた こせい みりょく ひと かなら やくそく まも

つオーラや人格、代え難い個性や魅力…「あの人は必ず約束を守る」
あんしん しごと まか きも よ あいさつ かえ

「安心して仕事を任せられる」「気持ちの良い挨拶を返してくれる」
しぜん にんげんせい にちじょう なか あらわ

…自然と人間性は日常の中に現れるものでもありますしね！
わたし き とし もくひょう げんてん た かえ にんげん せいちょう

私の来たる年の目標も、原点に立ち返り「人間としての成長」にし
おも わたしじしん ちゅうねん

ようかなと思っています。そしてまだまだこれからも私自身、中年の
せいしゅんじだい たの おも

青春時代を楽しんでいきたく思っております。 しえんいん こうき とおる

支援員 幸木 徹



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

くら はや あさばん ひ こ ま すこ お つ

暗くなるのもだんだんと早く、朝晩の冷え込みも増してきましたね。コロナも少し落ち着いていますが、また
じょじょ ふ よかん せいかつ ていちゃく ぎゃく つ いわかん おぼ

徐々に増えてきそうな予感・・・。マスク生活が定着して、逆にマスクを着けていなかったら違和感を覚えるよ
みな かん

うになりました・・・が、皆さんはどのように感じておられるでしょうか？
がつ きんときにんじん しゅうかく ほんかくか ないしょく つね のうき お お つ

ビームでは、１２月からいよいよ金時人参の収穫が本格化し、内職も常に納期に追われ、落ち着くこともなく
じかん す さむ なか まど あ さぎょう ふる と く

あわただしい時間を過ごしています。これから寒くなる中、窓を開けての作業に、ブルブル震えながら取り組む
くしょう さむ たいちょうかんり ひび す

ことになるでしょう・・・（苦笑）まだまだ寒くなるので、体調管理しながら日々過ごしていきたいものです。
ことし へや そうじ かた おも きょう ごろ

今年もあとわずか。そろそろ部屋の掃除や片づけをしなければ・・・と思う今日この頃でした。
しょくぎょうしどういん しばお ともみ

職業指導員 芝尾 友美

ビームメンバー
りり へや

RIRIの部屋

むじゅん て

「矛盾に手をふって」
うそ

嘘でもつかなきゃやってらんない
い ば とり そら ま

行き場をなくした鳥たちは空を舞って
じゆう い

もっと自由があると言ってくれてる
こ い

子どものままに生きていたら
いま そら と たび で

今ごろ空を飛んで旅へ出ただろう

しろ そ まど しずく

白く染まる窓ガラスなぞってゆく雫
だれ せつ

それは誰かのなみだのようで切ないのよ
だれ むね と こ ねむ

誰かの胸に飛び込みたくて眠りたくて
だれ き

でもその誰かはたったひとり決まっている
ひと ごまか いっしょうけんめい

人は誤魔化すことに一生懸命で
み けず きも ふた

身を削ってでも気持ちに蓋をしてる

しかく むりやり

四角を無理矢理マルにするの
お じゅんすい おも

ボロボロ落ちてく純粋な想いたち
ちが ひとご まぎ

すれ違う人混み紛れたくて
かえ

このままそっと帰らずいても
せかい あ まえ あした む

世界は当たり前に明日へ向かうのか

あか そ そら なが こころ

朱く染まる空眺めあったまる心
い ここち しゅんかん こ あ

生きた心地がその瞬間に込み上がるの
だれ むね のぞ しん

誰もの胸で望んでいること信じるもの
かんたん あきら

そんな簡単に諦めるもんじゃない
わら わら

笑えなかったのならば笑わなくていい
あい ほ すなお

愛が欲しけりゃ素直にシッポふるのさ

とお しほうはっぽう み

遠くから四方八方見たって
いっぽ い ちい ほうせき

一歩行かなきゃ小さな宝石
みのが

見逃してしまうこともあるだろう

あか そ そら なが こころ

朱く染まる空眺めあったまる心
い ここち しゅんかん こ あ

生きた心地がその瞬間に込み上がるの
だれ むね のぞ しん

誰もの胸で望んでいること信じるもの
かんたん あきら

そんな簡単に諦めるもんじゃない
わら わら

笑えなかったのならば笑わなくていい
あい ほ すなお

愛が欲しけりゃ素直にシッポふるのさ



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）

たいしょく あいさつ

退職のご挨拶

わたくしごと たいへんきょうしゅく がつまつじつ も たいしょく

私事で大変恐縮ですが、この１２月末日を持って、退職することになりました。
たいしょくご さんかんちいき ふくし たずさ つづ みなさま あ

退職後も三観地域で福祉に携わり続けるつもりです。ですので皆様とまたどこかでお会いすることもあるかと
おも とき こえ いただ さいわ

思いますので、その時はまたお声をかけて頂けると幸いです。
こんご みなさま けんこう まも こころ いの もう あ

今後も皆様のご健康が守られますよう心よりお祈り申し上げます。 しせつちょう なかの しんじ

施設長 中野 真司

はたら はじ おも ないしょくぎょうしゃ さぎょう のうき さぎょうないよう ひんぱん か

やまももで働き始めて思ったことが、内職業者さんの作業で納期、作業内容が頻繁に変わるこ
しえんいん りようしゃさま とも たいへん かん

とで、支援員、利用者様共に、大変だなと感じていました。
ねんかん つう おな さぎょう おこな よ おも はっとりせいし さぎょう

そこで、年間を通じて同じ作業が行えるようになれば良いのではと思い、服部製紙さんの作業
おこな いしかわしせつちょう た しえんいん そうだん はっとりせいし たんとうしゃ そうだん

を行ってはどうかと、石川施設長や他支援員に相談し、服部製紙さんの担当者と相談させてもら
りょうしょう え がつちゅうじゅん さぎょう かいし

い了承が得られ、１０月中旬から作業を開始しました。
さぎょうかいしとうしょ こうてい だれ おこな なや かんたん おも はざい い

作業開始当初は、どの工程を誰に行ってもらうのかと悩みました。簡単だと思っていた端材入
うま でき りようしゃさま しこうさくご かんたん じぐ つか いま

れが上手く出来ない利用者様もおられ、試行錯誤でしたが、簡単な治具を使うことで、今では、
りようしゃさま じょうず はざい い おこな まいにち さぎょう おこな たの

利用者様も上手に端材入れが行えるようになっています。毎日、作業を行うことが楽しいようで、
えがお み ふくろあ さぎょう りようしゃさま さいしょ ちからかげん わ ふくろ やぶ

笑顔も見られます。袋開け作業の利用者様も、最初は、力加減が分からず袋を破いてしまうこと
じょじょ ふくろあ じょうず りようしゃさま しえんいん おな

もありましたが、徐々に、袋開けも上手になってきています。利用者様によっては、支援員と同
はや ふくろあ りようしゃさま

じ速さで袋開けできる利用者様もいます。
さぎょうかいし やく かげつ ここ さぎょう ふ とうしょ おも いじょう せいさん

作業開始から約１ヶ月になりますが、個々に作業ペースも増え、当初、思っていた以上の生産
りょう

量になっています。
こんご たずさ りようしゃさま ふ せいさんりょう あ かんが

今後も、携われる利用者様を増やし生産量を上げていきたいと考えています。
しゅにんしょくぎょうしどういん はやし ひろゆき

主任職業指導員 林 博之

リール 〒768-0040

観音寺市柞田町丙1060-1
TEL ： 0875-82-9520



やまもも・ウィズ・リール＜１２月/１月販売・行事カレンダー＞

月 火 水 木 金 土 日
１２/１３ １４

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

１５
観音寺市役所
１２：００～
１３：００

ウィズ
トマト販売
１２：００～

１６
やまももパン販売
１２：００～
１３：００

１７
西部養護学校
１４：３０～
１５：３０

１８ １９

２０ ２１

Aコープ豊南
１０：００～
１２：００

２２
ふたば保育所
１４：００～

２３
やまももパン販売
１２：００～
１３：００

２４ ２５

Aコープ豊南
１０：００～
１２：００

２６

２７ ２８ ２９
三豊市役所
１２：００～
１３：００

３０ ３１ １/１ ２

３ ４

Aコープ豊南
１０：００～
１２：００

５ ６
やまももパン販売
１２：００～
１３：００

７
福祉センター
１２：００～
１３：００

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 １５ １６

※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！！

プロとしての自覚を持とう。
専門職として成長する姿勢を忘れません。

※ リールレストラン営業日

年越しはうどんか
そばか・・・


