
令和４年１月 第７６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。

あ ことし いちどう ねが いた

明けましておめでとうございます。今年もラーフ一同をよろしくお願い致します。
ことし とらどし じつ わたし はんしん もとはんしん しんじょうせんしゅ かんとく

今年は寅年です。実は、私は阪神タイガースファンですし、元阪神の新庄選手も監督とし
にほん ひき すこ あ

て日本ハムファイターズを率いるということで、少しだけテンションが上がっています。
わたし か まな わたし じぎょう つね つづ

さて、私たちはコロナ禍で学びました。それは、私たちの事業は「常にサービスを続ける
しゃかい

ことが社会のためである」ということです。
ことし わたし りようしゃさま あんしん あんていてき う

そこで、今年私たちは、利用者様に安心で安定的にサービスを受けていただくために、
じんざいいくせい じんざいかくほ ちから い げんざい じんざい けいけん けんしゅう つう せいちょう

人財育成と人財確保に力を入れます。現在の人財は、経験と研修を通じて成長するように。
あたら じんざい さが そだ ちから い わたし よろこ りようしゃさま えがお

そして新しい人財を探し育てることに力を入れます。私たちの喜びは、利用者様の笑顔です。
みなさま かいご しえん う い

皆様から、「ラーフの介護・支援サービスを受けてよかった」と言っていただけるように、
ことし がんば まい

今年も頑張って参ります。 りじちょう もうり こういち

理事長 毛利 公一

あ れいわ ねんめ とき

明けましておめでとうございます。令和もはや４年目、時がたつの
ほんとう はや かがわけんない しんがた お つ

は本当に早いですね。香川県内では新型コロナも落ち着いてきたとは
ゆだん じょうきょうか かんせんよぼう き

いえ、まだまだ油断できないこの状況下で、ウィズでは感染予防に気
つ じょじょ にちじょう と もど

を付けながら徐々に日常を取り戻そうとしています。
さくねん しゅうろう りようしゃ なんめい

昨年も就労につながったり、ステップアップした利用者さんも何名
あら ないしょく ねっしん と く

かいらっしゃいました。新たな内職にチャレンジし、熱心に取り組ん
りようしゃ ちが

でいる利用者さんもいます。みなさんそれぞれペースは違いますが、
いま じぶん すこ おも

今の自分にできることを少しずつでもやっていけたらと思います。
しえんいん

（もちろん支援員も！）
かた りよう ひとり おお

これからも、たくさんの方に利用していただいて、一人でも多くの
ひと えがお

人が笑顔になれるようにがんばっていきます。
しえんいん ささき

支援員 佐々木 ゆかり



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

とし あ あら いちねん がつ まいにち す じゅうじつ ため もくひょう

年が明けて新たな一年がスタートする１月。毎日をただ過ごすだけでなく、充実したものにする為、目標を
た と く いちねん みなさま よ とし

立てて取り組んでいきたいものですね。この一年、皆様にとって良い年でありますように。
べんとう にんき なんばん とうじょう みなさま こうひょう

さて、リールでは弁当で人気のチキン南蛮がランチタイムに登場してから、皆様に好評いただいております。
きかんげんてい うまみ つ た ごた ばつぐん りようしゃさま せっきゃく

期間限定のカキフライは、カキの旨味がたっぷり詰まって食べ応え抜群です。また、利用者様の接客はとても
ていねい ひょうか いごこち よ しょくじ

丁寧と評価していただいています。居心地の良いリールのレストランで、ゆっくりお食事はいかがでしょうか？
ま

お待ちしております。 しゅうろうけいぞくしえん がたしゅにん おおにし ゆうこ

就労継続支援A型主任 大西 祐子

リール
〒768-0040

観音寺市柞田町丙1060-1
TEL ： 0875-82-9520

ねん はじ

２０２２年が始まりました。あけましておめでとうございます。
しょうがつ す

みなさんお正月はどのように過ごされたでしょうか。
わたし がつ にち もち おこな そうぞういじょう おも きね からだ

私は、１２月２８日にやまももにて餅つきを行いました。想像以上に重い杵に身体が
ささ きね たた じょうず もち もち

支えられず、杵を叩いたり、上手につけなかったりしましたが、みかん餅にエビ餅、
もち しろもち もち しゅるい つく しょうがつ た す

あんこ餅、白餅、よもぎ餅とたくさんの種類をみんなで作り、正月は、食べ過ぎてし

まいました。
りようしゃさま はやし りりこ さま じんけんさくぶん けん ていしゅつ けんちじしょう

ビーム利用者の林 凛々子様が人権作文を県に提出したところ、県知事賞をいただき
はまだちじ ひょうしょう おも ぶんしょう おも しょくいん

浜田知事より表彰されました。思ったことを文章にできるのはすごいと思います。職員
ほ たいへん おも いま いじょう りようしゃさま

のことを褒めてくれており、大変うれしく思っています。今まで以上に、利用者様に
よ そ しえん おも

寄り添い支援をしていきたいと思います。
しせつちょう たなべ さやか

施設長 田邉 早矢加

こうひょう りり へや やす

※好評のLiLiの部屋はお休みします。



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）

あけましておめでとうございます。
か ことば き ま す さ ねん

『コロナ禍』という言葉がなかなか消えることなく、あっという間に過ぎ去った２０２１年だっ
おも ぶじ しんねん むか ほんとう うれ おも かんしゃ

たと思います。こうやって無事に新年をみなさんと迎えられたこと、本当に嬉しく思いつつ感謝し
かんせんたいさく じたく つづ おも き

ています。これからも感染対策をやまももでも自宅でも続けていくことになると思いますが、気を
ぬ よ いちねん す がんば

抜かずに良い一年を過ごせるように頑張りましょう！
ねんし みな もくひょう た りようしゃ みな しょくいん みな

年始にあたり、皆さんはどんな目標を立てましたか？利用者の皆さん、職員の皆さんそれぞれが
ねんご あ しょうらい もくひょう さだ む

１年後どう在りたい、将来どんなことをしていたいなどの目標をしっかりと定めて、それに向かっ
ひと かだい さき しあわ み おも

て一つずつ課題をクリアしていく。きっとその先にはささやかであっても幸せが見えてくると思い
にち にち たいせつ ことし みな いっしょ がんば かんが いっしょ まえ

ます。１日１日を大切に、今年も皆さんと一緒に頑張っていこうと考えていますので、一緒に前に
すす

進みましょう！ しせつちょう いしかわ ひろひさ

施設長 石川 浩久



やまもも・ウィズ・リール＜１月/２月販売・行事カレンダー＞

月 火 水 木 金 土 日
１/１０ 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

１７ １８

Aコープ豊南
１０：００～
１２：００

１９
観音寺市役所
１２：００～
１３：００

ウィズ
トマト販売
１２：００～

２０
やまももパン販売
１２：００～
１３：００

２１
西部養護学校
１４：３０～１５：
３０

２２

Aコープ豊南
１０：００～
１２：００

２３

２４ ２５

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

２６
三豊市役所
１２：００～
１３：００
ふたば保育所
１４：００～

ウィズ
トマト販売

１２：００～

２７
やまももパン販売
１２：００～
１３：００

２８ ２９ ３０

３１ ２／１

Aコープ豊南
１０：００～
１２：００

２ ３
やまももパン販売
１２：００～
１３：００

４
福祉センター
１２：００～
１３：００

５ ６

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

※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！！

プラスの言葉をたくさん使おう！
マイナスの言葉を使った後は、
必ずプラスの言葉で終わろう！

※ リールレストラン営業日

虎は千里行って千里帰る…

一日に千里往復する
虎のような行動力を！！


