
令和４年２月 第７７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。

きょねん ふゆ あたた ひ おお き ことし はい さむ ひ さむ にがて

去年は、冬なのに暖かい日が多かった気がしますが、今年に入り寒い日ばかりになり、寒さが苦手な
わたし つら かん ひ たた

私には辛く感じる日が多々あります。
さむ お ふゆば にゅうよく あたた いま さむ ふろば

寒くなるとヒートショックが起きやすくなります。冬場の入浴では、暖かい居間から寒い風呂場へ
いどう ねつ うば けっかん ちぢ けつあつ あ ゆ けっかん ひろ

移動するため、熱を奪われまいとして血管が縮み、血圧が上がります。お湯につかると血管が広がって
きゅう けつあつ さ けつあつ なんかい へんどう

急に血圧が下がり、血圧が何回も変動することになります。
さむ に お けつあつ へんどう しんぞう ふたん しんきんこうそく のうそっちゅう

寒いトイレでも似たようなことが起こります。血圧の変動は心臓に負担をかけ、心筋梗塞や脳卒中に
よぼう だついじょ あたた

つながりかねません。ヒートショックの予防のため、脱衣所やトイレを暖めましょう。

かいごぶ おおやま まきこ

介護部 大山 真季子

かんせんよぼう かくじ じたく しせつない

コロナウイルスの感染予防のため、それぞれ各自が自宅や、施設内
じぶん しゅみ とくい さくひん ひろめ と

で自分の趣味や得意なことを作品にして、お披露目できるように取り
く

組みました。
え か ひと さくぶん か ひと しょどう うでまえ ひろう ひと

絵を描いた人、作文を書いた人、書道の腕前を披露してくれた人、
こうさく ひと

工作をしてくれた人・・・
さまざま さくひん かべ たな かざ たが さくひん み あら とくぎ はっ

様々な作品を壁や棚に飾りお互いに作品を見たり、新たな特技を発
けん なか せいげん もの ちょう

見できたり。コロナの中、制限がたくさんありますが、物づくりに挑
せん なが たいせつ あらた かん

戦したり、きれいなものを眺めたりすることが大切だと改めて感じま

した。
こころ うるお すく おも しえん

心に潤いがあるとイライラすることが少なくなると思います。支援
いばしょ ねが

センターウィズはそんな居場所でありたいと願っています。
しえんいん もうり かずえ

支援員 毛利 和枝

浴室をよく
暖めましょう！！

←素敵な作品が
揃いました！！



リール
〒768-0040

観音寺市柞田町丙1060-1
TEL ： 0875-82-9520

たかいし ごう もう かぞ やく ねん ふくし ひとすじ じっせん

高石豪と申します。数えてみれば、約２０年、ソーシャルワークや福祉一筋で実践してきまし
とく よ じょうたい ひと ため ひと

た。特に「well-being」（より良い状態へ）、「その人の為にではなく、その人とともに」
う せんもんかち じゅうし けいけん

「あるがままを受けいれる」など専門価値として重視してきました。そのささやかな経験が、
みなさま じっせん うんえい せいかつ ろうどう やく た うれ おも

皆様の実践や運営や生活と労働にお役に立てることができれば嬉しいなと思います。そうなれる
がんば おも ねが もう あ

ように頑張っていきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。 ふくしせつちょう たかいし ごう

副施設長 高石 豪

★出逢いと一歩（第１回）

き わたし なんど こえ き こうこう そつぎょう わたし

「気をつけてな～」私は何度、その声を聴いたことだろう。高校を卒業した私
しゃかいじん あら いっぽ ふ だ しゃかいじん おお へんか

は、社会人として新たな一歩を踏み出した。社会人になり、大きく変化したこと
い りょうせいかつ かぞく す せい くるま

を言えば、寮生活から家族と過ごすようになったこと、スウェーデン製の車いす
の はじ いま まった き あした てんき

に乗り始めたこと、それから今まで全く気にもしなかった、明日の天気をチェッ

クするようになったことだろうか。
よ てんき ひ じしん いえしゅうへん さんぽ さいきん

良い天気の日には、自身の家周辺を散歩することが、最近のマイブームになっ
こうこうせいじだい ひとり がいしゅつ おも きも

ている。高校生時代までは、一人で外出してみたいなと思う気持ちはあったが、
ふあん きも つよ いっぽ ふ だ くるまどお おお

不安な気持ちのほうが強く、なかなか一歩を踏み出せなかったのだ。車通りは多
あおぞら う くも み いき は わたし じかん だいす

いが、青空に浮かぶ雲を見つめフーッと息を吐く、私はそんな時間が大好きだ。
ひ さんぽ とちゅう くるま す ま わたし みちばた ひなん

そんなある日、散歩の途中、車が過ぎるのを待つため、私は道端に避難した。
し だいじょうぶ こえ わたし

そうすると、知らないおじさんが「大丈夫かー？」と声をかけてくださった。私
えがお こた き あたた ほほえ

が、笑顔で「はい！」と答えると、おじさんは「気をつけてな～」と温かい微笑
わたし くるまどお かくにん あお そら ほほえ う

みをくれる。私は、いつもより車通りを確認し、青い空に微笑みを浮かべてしま
うれ きも わたし ひと

うほどの嬉しい気持ちになったのだった。それからのこと、私はたくさんの人に
こえ わか ぎわ かなら き

声をかけられるようになったのだ。別れ際には、必ず「気をつけてな～」
か

「はい！」と交わして。 （第２回に続きます）

香川県・内閣府共済事業「心の輪を広げる体験作文」
一般区分で、香川県知事賞を受賞した作文です。
３回に分けて掲載します。



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）

ま つきあま す

２０２２年になり、あっという間にひと月余りが過ぎました。
さくねんまつ じょじょ ふ しんがた かんせんしゃ かず せんげつちゅうじゅん ほんかくか こんげつさんかよてい

昨年末から徐々に増えてきていた新型コロナウイルス感染者の数も先月中旬には本格化し、今月参加予定でした「うた
いち あやがわ ちゅうし つうじょうかつどう もど じょうきょう つづ

づええもん市」「ヨロコビバザール綾川イオン」も中止になり、まだまだこれまでの通常活動には戻れない状況が続いて

います。
なが つづ かんせんたいさく てってい りようしゃ みな かぞく みな きょうりょく ほんとう

長く続く感染対策の徹底について、利用者の皆さん、ご家族の皆さんにはご協力いただき、本当にありがとうございま
だれ かんせん かんせん かんきょう げんこう か じてん かんせん

す。誰が感染しても、だれが感染していてもおかしくない環境にはありますが、この原稿を書いている時点でだれも感染
しゃ りようしゃ かぞく かくにん きょうりょく かんが

者が利用者、スタッフ、ご家族などに確認できていないことは、ご協力のおかげであると考えております。
ねんまえ しんがた かんせん かくだい さい ねんかん じょうたい つづ しろうと よそう

２年前に新型コロナウイルスの感染が拡大してきた際に「２年間はかなりまずい状態が続くなぁ」と素人ながら予想し
ちょうきか かんが みな おも ていきょう

たのですが、ここまで長期化するとは考えてなかったですし、皆さんもそうではないかと思います。サービスを提供する
じぎょうしゃ でき てってい みな にっちゅうかつどう と けいぞく と く

事業者として出来ることを徹底しつつ皆さんの日中活動を留めることなく継続できるようにこれからも取り組んでいきま

す。
しょうがいしゃぎゃくたいぼうしほう しこう ねんあま けいか ぎゃくたいぼうし りかい ふくし じゅうじしゃ ち

さて、障害者虐待防止法の施行から９年余りが経過し、虐待防止についての理解も福祉サービス従事者はもちろん、地
いき ふか かん けんがい おお じけん と あ ぎゃくたいいじあん みみ

域にかなり深まってきているとは感じていますが、県外ではまだまだ大きな事件として取り上げられる虐待事案も耳にす
た がつ かくほうじん じぎょうしょ ぎゃくたいぼうしいいんかい せっち ぎむか どうじ しんたいこうそくとう てきせいか はか

ることが絶えません。４月から各法人、事業所に虐待防止委員会の設置が義務化され、同時に身体拘束等の適正化を図る
いいんかい せっち ぎむか わたし ほうじん じぎょうしょ せっちじゅんび すす しょうがい な

ための委員会も設置の義務化がスタートします。私たちの法人、事業所も設置準備を進めております。障害がある無しに
かか す ちいきづく めざ わたし こと と く き てん

関わらず、住みよい地域作りを目指して私たちにできる事に取り組んでまいりますので、お気づきの点がございましたら、
そうだん おも

ぜひ、ご相談いただければと思います。

ほうじんとうかつぶちょう しせつちょう いしかわ ひろひさ

法人統括部長・やまもも施設長 石川 浩久

ねん しごとはじ ぜんつうじ だいし はつもうで で

２０２２年の仕事始めは、ビームで、善通寺のお大師さんに初詣に出かけました。
ことし よ とし ねが みな まい あと ごじゅうとう み

今年が良い年になることを願って、皆でお参りをしました。その後は、五重塔を見
ひ たの ひ りようしゃ

たり、おみくじを引いたりしてそれぞれに楽しみました。おみくじを引いた利用者
たず わたし しん

さんに「おみくじ、どうでしたか？」と尋ねると、「私は、ええことだけを信じる
い かんが かた おも きぼう も

んや。」と言っていました。いい考え方だなあと思いました。いつでも希望を持っ
まえ む とし おも

て前を向いていたい！そんな年にしたいなあと思いました。
ことし みな けんこう おだ す

今年も、皆が健康で、けがをすることなく、穏やかに過ごせますように。
せいかつしえんいん よこざわ

生活支援員 横澤 えりこ

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

ビーム



月 火 水 木 金 土 日
２／７ 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～

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

Aコープ豊南
１０：００～
１２：００

２０

２１ ２２

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

２３ ２４
やまももパン販売
１２：００～
１３：００

２５ ２６ ２７

２８ ３／１

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

やまもも・ウィズ・リール＜２月/３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！！

出会いと感謝を大切にしよう。
私と出会い、私を支えてくれる
すべての人に「ありがとう」

※ 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、または中止に
なる場合がありますので、各事業所にご確認ください。


