
令和４年７月 第８２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。

だいすき はなし まえ み ばんぐみ ひさ こころふる

大好きなチョコレートの話。だいぶ前に見た番組に久しぶりに心震え、
かんが

考えさられました。
くおん き ぜんこく

みなさんは〔久遠チョコレート〕聞いたことありますか？全国に５２の
きょてん かま ねんしょう おく きぎょう きんねん ひ ぱ にんき

拠点を構え、年商１５憶をあげる企業、近年引っ張りだこの人気ですが、
しょうがいしゃ かっとう くのう せきらら えが なか なつめ ことば こころ さ

障害者との葛藤や苦悩が赤裸々に描かれていました。その中の夏目さんの言葉が心に刺さりました。
すうかい あじ お しょうがいしゃ よ そ じりつ しゃかい か う

「チョコレートは数回ならつくりなおせて味も落ちない。障害者に寄り添い自立して社会を変え得る
しょくざい しょうがいしゃ ろうどう かち ちんぎん こうじょう めざ すがた いま せんめい のこ さいしょ なかま ひとり

食材」障害者の労働の価値と賃金の向上を目指す姿は今も鮮明に残っています。最初の仲間の一人
りだつ わかい すがた しんぶんきしゃ ひと なつめ であ にゅうしゃ かんしん こと

が離脱するも和解した姿や新聞記者だった人が夏目さんと出会い入社したことなどなど感心する事ば
しょうがいしゃ わたし ゆうき くおん た

かりでした。はからずも障害者にかかわる私に勇気をくれた[久遠チョコレート]まだ食べたことありませ
と よ しょうみ

んが、いつかお取り寄せしてぜひ賞味してみたいです。
ほうもんかいごぶ おおひがし けいこ

訪問介護部 大東 恵子

生きづらさを抱える方・ひきこもり状態にある方に
居場所を開放します。ご本人ご家族、どなたでも、
まずはお気軽にお問い合わせください。

居場所
毎月第1・第3火曜日
16：00～18：00

相談員来所日
毎月第1・第3水曜日
13：30～16：30

交流・社会参加・体験のできる居場所

香川県委託事業

とき た はや ことし はんぶん お

時が経つのは早いもので、今年も半分が終わりました。
わたくしごと きんむ まる ねん

そして、私事ではありますが、ウィズでの勤務が丸４年
お ねんめ はい ささきしせつちょう どうよう わたし

を終え、５年目に入りました。佐々木施設長同様、私
きんむ いただ

もひょんなきっかけからウィズで勤務させて頂くよう
ひとり えん かん

になった一人・・・「ご縁」のありがたさをひしひしと感

じております。
わたし とうしょ たんじかん きんむ おも

私は当初から短時間のパート勤務で、主にワッフルの
たんとう いただ りようしゃさまたち ちょく

担当をさせて頂いていることもあり、利用者様達との直
せつ かか ほど おお あらた

接の関わりは、それ程多くはありません。それでも、改め
ねんかん ふり かえ りようしゃさまたち たの

て、この４年間を振り返ると、利用者様達、そして、頼も
せんぱいしょくいん かたがた まな いただ

しい先輩職員の方々から、たくさんのことを学ばせて頂い
かん

たと感じます。
さいきん せっきょくてき と い

５年目のこれからは、最近ウィズで積極的に取り入れて
じしん なか いしきてき かつよう まわ

いるSSTを自身の中で意識的に活用しながら、これまで周
かたがた いただ すこ ひび しごと はんえい

りの方々から頂いたものを少しでも、日々の仕事に反映さ
しょくいん おも

せていける職員になっていきたい！ と思っております。
こんご よろ おね

今後もどうぞ宜しくお願いいたします。
しえんいん ほうち

支援員 芳地



ビーム

がつ わたし にゅうしゃ ねん た はじ ふくしぎょう しごと しごとば

７月で私がラーフに入社して１年が経ちました。初めての福祉業の仕事でしたが、仕事場の
よ せんぱい じょうし めぐ りようしゃさま す まいにち しんせん たの ま かん

ビームでは良き先輩・上司に恵まれ、利用者様と過ごす毎日は新鮮で楽しく、あっという間に感

じました。
わたし おも しせつがいさぎょう のうさぎょう しょくいん りようしゃさま しごと がつ しゅうかくじき

私は主に施設外作業の農作業の職員として利用者様と仕事をしています。５月から収穫時期と
あつ ちからしごと つづ まいにち つか かん いっしょ さぎょう おこな

いうこともあり、暑さと力仕事が続く毎日で疲れを感じるときもありますが一緒に作業を行う
りようしゃさま がんば すがた もら じぶん ま きも

利用者様の頑張っている姿にモチベーションを貰い、自分も負けてられない気持ちになります。
ほんかくてき なつ はい すいぶんほきゅう あつ ま

ここから本格的な夏に入っていきますが水分補給をこまめにおこない、暑さに負けず、みん
きょうりょく の き

なで協力して乗り切っていきます。
せいかつしえんいん しのはら まさよし

生活支援員 篠原 雅佳

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

つゆじき そら きも は むかし

梅雨時期のどんよりした空に、なんとなく気持ちも晴れないそんなことはありませんか？昔、テレビで
あめ はつげん たい みな おも かぎ かたよ いんしょう あた よ

「あいにくの雨」と発言したことに対して、皆がそう思うとは限らない。偏った印象を与えるため、良く
い ひと あめ あしもと わる せんたくもの かわ のうか

ないと言った人がいました。雨で足元が悪くなる、洗濯物が乾かないなどマイナスのイメージですが、農家
めぐ あめ くも ぞら あか あじさい つゆじき あめ

にとっては恵みの雨であったり、どんよりした曇り空を明るくするかのような紫陽花は梅雨時期の雨がよく
にあ こと かたほう み ひろ かんてん ものごと きづ こと

似合います。どのような事も、片方から見るのではなく広い観点で物事をとらえると、気付かなかった事が
書く し ことし つゆ ちが たの かた み

隠れているかも知れません。今年の梅雨は、いつもと違った楽しみ方が見つかるといいですね。

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



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）

さくねん がつ しごと まきの よしえ わたし たいせつ こと

昨年の11月よりやまももでお仕事をさせていただいています牧野佳枝です。私の大切にしている事に
はなし おも えがお こと わたし にん こ たち にい

ついてお話しようと思います。それは“笑顔でいる事”です。私には４人の子ども達がいます。お兄ちゃ
さい ちょうなん げん さい じなん さんなん ちゅう ちょうじょ ちゅう

ん(21才長男）、玄ちゃん(２０才次男）、三男(中３）、長女(中２）です。
じなん げん じゅうど しんしんしょうがい う ま びょうき わ しょうがい のこり

次男の玄ちゃんには、重度の心身障害があります。生まれて間もなく病気が分かり、障害が残ります
い とき まいにち な わたし こえ はんのう げん わら

と言われた時、毎日泣いてばかりいました。でも、私の声に反応して、玄ちゃんが笑ってくれたんです。
えがお なん い わたし えがお えがお ひと しあわ

その笑顔が何とも言えなくて、私まで笑顔にさせてくれました。”笑顔“って人を幸せにしてくれるんだな！
たの おも わたし えがお げん えがお

うれしくなったり、楽しくなったりするんだな！！と思いました。私が笑顔でいれば、玄ちゃんも笑顔で
げん えがお かぞく えがお わ や ほんとう えがお た

いてくれる、玄ちゃんが笑顔でいれば、家族みんなが笑顔になる（＾＾）我が家は、本当に笑顔が絶え
かぞく なかよ かぞく

ない家族で、仲良し家族です。
げん い おも わたし げん えがお いや

それも、玄ちゃんが居てくれるからなんだと思います。私は、玄ちゃんのニッコリ笑顔に癒されます。そ
げんき

して元気、パワーをもらいます。
りようしゃさま えがお えがお たいせつ おも かんしゃ きも

やまももの利用者様にもステキな笑顔がいっぱいあります。その笑顔を大切に思い、感謝の気持ちを
わす がんば おも ねが いた

忘れず、これからも頑張っていこうと思います。みなさん、どうぞよろしくお願い致します！

しょくぎょうしどういん まきの よしえ

職業指導員 牧野 佳枝



やまもも・ウィズ・リール＜７月/８月販売・行事カレンダー＞

月 火 水 木 金 土 日
７／１１ １２

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

１３
ふたば保育園
１４：００～

ウィズ
市役所販売

１２：００～
１３：００

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
観音寺コープ
１０：００～
１２：００

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
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
福祉センター
１２：００～
１３：００

３０ ３１

８／１ ２

Aコープ豊南
１０：００～
１２：００

３ ４
やまももパン販売
１２：００～
１３：００

５ ６ ７

８ ９

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

１０
ふたば保育所
１４：００～

ウィズ
市役所販売

１２：００～

１１ １２
西部養護学校
１４：３０～
１５：３０

１３ １４

※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！！

FUN＝FANを作ろう。
自分自身が何でも笑顔で楽しんでやれば
「この人みたいになりたい」と思われるよ
うになる。

※ リールレストラン営業日

今年は晴れますように…


