
令和４年４月 第７９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。

さいきん かない ふたり しちょう ふか こころ のこ ねんまつじだいげき

最近、家内と二人で視聴して深く心に残った年末時代劇SP
びゃっこたい えいぞうさくひん ぼしんせんそう ひげき えが さくひん

「白虎隊」の映像作品...戊辰戦争の悲劇を描いたこの作品はあまり
ゆうめい あい あいづ まも わ いのち はな ち しょう

に有名ですが、愛する会津を守るために我が命を花と散らせた少
ねんたち ものがたり あらた しちょう こころ しょうげき

年達の物語は、改めて視聴しても心をえぐられるような衝撃でし

た。
あいづ う か あ ちか じがい

「またこの会津で生まれ変わってみんなで会おう」と誓い自害
びゃっこたい すがた は いま じぶん いのち か なに

した白虎隊の姿に「果たして今までに自分は命を懸けるほどに何
う こ と

かに打ち込んだことがあっただろうか？」と、問いかけられまし
じかん いのち ひび けっ むだ

た。いつまでもない時間と命だから、日々を決して無駄にしてい

いはずがないのに...
さくら う ち かくご ゆき う き かくご

桜と生まれたら散る覚悟、雪と生まれたら消える覚悟、そして
わたし たびだ とき

私たちもいつかは旅立たなければならない時がやってきます。
く のこ あ まえ すこ のこ

悔いは残って当たり前かもわかりませんが、少しだけでも残る
く すく

悔いを少なくできるように！
みな びゃっこたい み いただ なに かん

いつかウィズの皆さんにも「白虎隊」を見て頂いて何かを感じ

てもらいたいですね。 しえんいん こうき とおる

支援員 幸木 徹

ひ すこ なが はる ちか ともな かふん ま ひと つら

日が少しずつ長くなり、春に近づいています。それに伴って花粉が舞い、人によっては辛
きせつ わたし うち ひとり めぐすり てばな

い季節になっているでしょう。私もその内の一人で、目薬が手放せません。
わたし しゅみ さかなつ じき ふゆ はる ふなづ

さて、私の趣味で魚釣りをしていますが、この時期（冬から春）は鮒釣りにはまっていま
ひじょう おく ふか ばしょ せんたく しよう いと う はり おお さかな かいゆう

す。やってみると非常に奥が深く（場所の選択、使用する糸や浮き、針の大きさ、魚が回遊
すいさつ あ さお なが えさ しゅるい う うご とき さかな けはい

しているタナを推察、それに合わせた竿の長さ、餌の種類）、浮きが動いた時に魚の気配を
かん かんかく つ ふな はじ ふな お い

感じ、ドキドキする感覚がたまりませんね。釣りは鮒に始まり、鮒に終わると言いますし、
さっか かいこうけん いちじかん しあわ さけ の みっかかん しあわ

作家の開高健は、「一時間、幸せになりたかったら、酒を飲みなさい。三日間、幸せになり
けっこん ようかかん しあわ ぶた ころ た えいえん

たかったら、結婚しなさい。八日間、幸せになりたかったら、豚を殺して食べなさい。永遠
しあわ つ おぼ いみ ちゅうごく ことわざ ちょさく なか

に、幸せになりたっかたら、釣りを覚えなさい」という意味の中国の諺があると、著作の中
か みな みなも いと た ふなづ

で書いているそうです。皆さんも、水面に糸を垂れて鮒釣りをやってみませんか？

かいごぶ よこざわ まさき

介護部 横澤 政記おおもの

←大物が
つ

釣れました！！



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
か しゅうろうしえん

「コロナ禍における就労支援」
ひょうだい そうぞう しゅうろうしえん たと かんせんたいさく てってい の おも

表題から想像できる就労支援（例えば感染対策の徹底など）を述べようとは思わない。だから
きたい

期待しないでほしい。
か おこな しえん き いっぽう ひっしゃ

コロナ禍においては「これまで行ってきた支援ができなくなった」とはよく聞く。一方で筆者
おこな じっせん か にょじつ と ぜっきょう

は「これまで行ってこなかった実践がコロナ禍により如実に問われている」と絶叫してきた。
しゅうろうしえん かぎ しゅうろう とっか ろうどう なに と じっせん

就労支援に限れば「就労すること」に特化しすぎて「労働とは何か」を問わずに実践してきた
ひと ろうどう はたら よろこ じっかん じぶん そんざい

ことではないか。それは、人にとって労働とは「働く喜び」を実感することであり、自分の存在
いぎ じっかん あいて やく た かん あいて よろこ

意義を実感するとか、相手の役に立っていると感じるとか、相手から喜ばれるとか、そのような
はたら よろこ ひと がんば

「働く喜び」があるから人は頑張ることができる。
あた しごと はたら よろこ え みずか しゅたいてき そういくふう つく

与えられた仕事をこなすのみでは、働く喜びは得られない。自らが主体的に創意工夫して作り
だ き じょうせい

出していくことがなければ「やる気」は醸成されない。
か ますます いしゅく すす うちむ かんりてき まんえん

このコロナ禍において、益々「萎縮」が進んだり「内向き」になったり「管理的」が蔓延する
きぐ はたら よろこ そうぞう ろうどう なに ふ じっせん と

ことが危惧される。これでは働く喜びは創造できない。「労働とは何か」を踏まえた実践が問わ

れている。 しせつちょうほさ たかいし ごう

施設長補佐 高石 豪

障害福祉サービス事業所 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

か い ねんいじょう た とくせい たいさく しかた すこ へんか せっしゅ すす

コロナ禍と言われて２年以上が経ち、ウィルスの特性や対策の仕方も少しずつ変化し、ワクチン接種も進ん
しょくいん ぜんいん かいめ せっしゅ お りようしゃ みな かぞく みな せっきょくてき

でやまももの職員は全員が３回目の接種を終えました。利用者の皆さんやご家族の皆さんにも積極的なワクチ
せっしゅ きょうりょく ひ つづ かんせんしょうたいさく てってい かんしゃ かがわけん じんこう かんせんしゃすう たん

ン接種への協力と引き続きの感染症対策を徹底していただき感謝しております。香川県の人口と感染者数を単
じゅん ひかく やく めい ひとり かた かんせん しょくいん りようしゃ かんせんしゃ

純に比較してみると約３０名に一人の方が感染していることになっていますが、職員、利用者ともに感染者が
で ふだん かんせんたいさく たい かんりしゃ ほんとう あたま さ おも

出ておらず、普段の感染対策に対して管理者として本当に頭の下がる思いです。とはいえ、エッセンシャワー
たちば かんが ひ つづ かんせんぼうし つと いしき たか も みな せっ

カーという立場を考えるとこれからも引き続き感染防止に努めなくてはいけない意識を高く持って皆さんと接
ねが

していきますので、よろしくお願いします。
か こんにち みな せいかつ へんか かぞく ゆうじん とおで

さて、コロナ禍の今日、皆さんの生活はどのように変化しましたか？家族や友人と遠出することができず、
で すく じたく す ふ かた すく いえ す じ

出かけることも少なくなって自宅で過ごすことが増えた方も少なくないのではないでしょうか。家で過ごす時
かん ふ か かた おお せんじつ か ひと げきぞう ほうどう

間が増えてペットを飼いだした方も多いようですが、先日やはり飼いきれなくなる人が激増しているとの報道
め あんい かわい か せわ みす

を目にしました。安易にさみしいから、可愛いからといって飼いだして、お世話ができなくなり見捨てる。あ
かわい はらだ きも じじょう おも

まりに可哀そうで腹立たしくてやりきれない気持ちになりました。いろいろな事情もあるとは思いますが、そ
ひと ひと たい かぞく たい くわ にほんじん

んな人は人に対しても家族に対してもそんなもんだろうなあ、加えて日本人らしいなあとも。うちにも「リク、
などなど いっしょ せいかつ

カイ、クウ、テラ、ウー、パー、ガンモ、かめきち、かめたろう、ラブ、ピース等々」一緒に生活しています
ねん いっしょ せわ たの く おも

が、あと５～３０年くらい一緒にお世話しながら楽しく暮らしていこうと思っています。
かぞく ゆうじん たい やさ かん しあわ じしん けんこう こころ あんてい

家族や友人、ペットに対して優しさを感じてもらうと幸せだろうなあと。それには自身の健康や心の安定は
ひつよう きせつ

必要だろうなあと。これからいい季節になります。
はる おだ がんば

こころも春のように穏やかに、頑張っていきましょう。
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



ビームメンバー
りり へや

RIRIの部屋 であ いっぽ さいしゅうかい

★出逢いと一歩（最終回）
せんせい わたし し おお ひと とど おも ししゅう つく ていあん

また、ある先生は、私の詩をより多くの人に届けたいという思いから、詩集を作ろうと提案し
ぜんこくこうとうがっこうぶんげい おうぼ すす

てくださったのだ。さらに、全国高等学校文芸コンクールに応募してみないかと薦めてくださっ
ゆうしゅうしょう えら ながねん わた つ かさ よ なか

た。するとなんと、優秀賞に選ばれたのだった。長年に渡り、積み重ねてきたものが世の中
ひとびと みと わたし うれ せんせい であ わたし すてき おも

の人々に認められ、私はただただ嬉しかった。先生と出逢わなければ、私はこんな素敵な思いな
けっ あじ

ど、決して味わえなかっただろう。
すてき であ げんざい しょくば つづ わたし ぜんめんかいじょ

素敵な出逢いは、現在の職場でも続く。私は、全面介助してもらわなければいけないので、
かぞく いがい ひと いっしょ とき ぬ き ふくそう えら つね

家族以外の人と一緒にいなければならない時は、脱ぎ着させやすいラフな服装を選ぶことを常に
こころ しょくば わたし かいじょ たずさ がた は

心がけていた。だけど、職場で私の介助に携わるスタッフさん方は、「スカート履いてきてよ、
わたし わたし さんせい

オシャレしてきてよ！」と私におっしゃってくださる。私がオシャレすることに、賛成してくれ
み め つよ わたし

るのだ。ファッションや見た目などにこだわりが強く、いつだってオシャレでいたい私にとって、
ことば なに か たからもの

その言葉は何にも変えられない宝物となった。
しょくば しんまい わたし たよ せんぱい い たの

職場には、まだまだ新米な私を頼ってくれる先輩がいる。生きていたら、楽しいことばかりで
くる さび かん ひ おとず

はなく、苦しさや寂しさなどを感じる日が訪れるだろう。「りりこちゃんには、なぜかなんでも
はな ことば まえ すす かのじょ わたし なや う あ

話せてしまうよ。りりこちゃんの言葉で前に進めるよ。」と、彼女は私に悩みを打ち明けてくれ
わたし ことば すこ こころ かる ちから おも

るのだ。私の言葉で、少しでも心が軽くなるのだったら、いくらでも力になってあげたいと思う。
だれ であ じぶん じんせい おお へんか あら じぶん はっけん わたし

誰かと出逢うことは、自分の人生に大きな変化をもたらし、新たな自分を発見できることと私
かんが ことば ひと きも おお さゆう ことば

は考える。また、言葉ひとつは人の気持ちを、大きく左右させる。だから、言葉ひとつひとつ、
たいせつ

大切にしなければならない。
だれ やさ ふ だれ やさ ふ ひと ひと つな わたし

誰かの優しさに触れ、また誰かに優しく触れられることができる、人と人の繋がりを私はこれ
たいせつ

からも大切にしたい。 へんしゅうこうき

★編集後記
ひと つな たいせつ とくいぶんや さいのう はっき

人との繋がりを大切に、得意分野で才能を発揮する
すてき

りりこさんはとても素敵ですね！
あか たいよう そんざい

これからもビームでも明るい太陽のような存在で

あってもらいたいです！

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

しんねんど

新年度スタートしましたね。
あたら なかま めい くわ げんき かつどう

ビームでは、新しい仲間も３名加わり、元気いっぱいに活動しています。

せいかつしえんいん あや みどり

生活支援員 綾 緑



月 火 水 木 金 土 日
４／１１ １２

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

１３
ふたば保育所
１４：００～

ウィズ
市役所販売

１２：００～

１４
やまももパン販売
１２：００～
１３：００

１５
西部養護学校
１４：３０～
１５：３０

１６ １７

１８ １９

Aコープ豊南
１０：００～
１２：００

２０
観音寺市役所
１２：００～
１３：００

ウィズ
トマト販売

１２：００～

２１
やまももパン販売
１２：００～
１３：００

２２ ２３

Aコープ豊南
１０：００～
１２：００

２４

２５ ２６

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

２７
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～

２８
やまももパン販売
１２：００～
１３：００

２９ ３０ ５／１

２ ３ ４ ５ ６
福祉センター
１２：００～
１３：００

７ ８

９ １０

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

１１
ふたば保育所
１４：００～

ウィズ
市役所販売
１２：００～

１２
やまももパン販売
１２：００～
１３：００

１３ １４
観音寺コープ
１０：００～
１２：００

１５

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！！

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


