
令和４年９月 第８４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。

しえん まいとし かい かいひんせいそう おこな れいねん

支援センターウィズでは、毎年２回海浜清掃を行っています。例年、
ありあけかいすいよくじょう せいそう おこな ことし こうじちゅう

有明海水浴場の清掃を行っていましたが、今年は工事中ということも
じょうふきん すなはま せいそう あつ なか

あり、ファミリーキャンプ場付近の砂浜を清掃しました。暑い中、６
めい りようしゃ さんか

名もの利用者さんが参加してくれました。
じょうふきん かいがん あ かん はなび だいどころ

キャンプ場付近の海岸はペットボトルや空き缶、花火、なぜか台所
ようひん じんこう お じかん と き

用品など、人工ごみがたくさん落ちており、１時間では取り切れない
あせ じかん がんば

ほどでしたが、 みんな汗だくで時間いっぱい頑張りました。
にんき たか

コロナコロナでアウトドア人気が高まっていますが、ごみはきちん
も かえ うみ まも

と持って帰っていただき、きれいな海を守っていきたいものです。こ
すこ しゃかいこうけん かんが

れからもできることから少しずつ社会貢献していきたいと考えており

ます。
しせつちょう ささき

施設長 佐々木 ゆかり
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

←大量のごみが
集まりました！！

げんざい もう しゃ む つうやく かいじょいんようせいこうざ じゅこう

現在、「盲ろう者向け通訳・介助員養成講座」を受講しています。そこで
もう かた と ほうほう ようやくひっき てんじ ゆびてん

盲ろうの方とコミュニケーションを取る方法として、要約筆記・点字・指点
じ しょくしゅわ しゅわ など ほうほう こと し こうざ なか ゆびてん

字・触手話・手話等の方法があるという事を知りました。講座の中で、指点
じ つか と とき うれ

字を使ってコミュニケーションが取れた時はとても嬉しかったです。コロナ
か つづ なか でんわ りよう おお ひと

禍が続く中、テレビ電話やＬＩＮＥを利用することが多くなりましたが、人
ひと ちょくせつ あ きも つた おも

と人が直接会って気持ちを伝えるのは「いいなあ」と思いました。
てんじ むっ てん く あ こうせい ゆびてんじ りょうて

点字は六つの点の組み合わせによって構成されています。指点字は両手の
ゆび ぽん てんじ てん みた はっしんしゃ じゅしんしゃ りょうて じぶん りょうて かさ かる

指６本を点字の点に見立て、発信者は受信者の両手に自分の両手を重ね軽く
たた う ないよう よ と わたし かんたん

叩くように打っていき、その内容を読み取ってもらいます。私は簡単なやり
かた ゆびてんじ つか かた ぜひ こえ

方しかできませんが指点字を使ってらっしゃる方がいましたら是非声をかけ

てください！ かいごぶ よこやま よしみ

介護部 横山 佳美



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）

がつ にち にち ねん たかまつ かいさい か

８月１７日、１８日に３年ぶりにゆめタウン高松で「ナイスハートバザール」が開催されました。コロナ禍
さんかじぎょうしょ ふだん しょ どにちかいさい すこ さび かん おお

で参加事業所も普段より１０か所ほど少なく、また、土日開催でもなく、少し寂しい感じはしましたが、多く
きゃくさま らいじょう かくじぎょうしょ じまん せいひん こうにゅう りようしゃ さんか

のお客様に来場していただき各事業所の自慢の製品を購入していただきました。利用者さんの参加はやまもも
あさひえん すうじぎょうしょ いた かた ひさびさ おお さんか

と朝日園ほか数事業所でしたが、それは致し方ないことです。久々の大きなイベント参加でしたが、しっかり
きゃくさま しょうひん せつめい たいへん たの かん じかん

とお客様に商品の説明をしたり、おすすめをしたりと大変頼もしく感じる時間でもありました。
こんねんど かがわしょうがいしゃげいじゅつさい さんか かんが げんこう か じてん かんせんしゃ

今年度は香川障害者芸術祭、ヨロコビバザールへの参加も考えています。原稿を書いている時点では感染者
すう ばくはつてき ぞうか さなか おお りようしゃ さんか おお きゃくさま ふ あ

数が爆発的に増加している最中ではありますが、より多くの利用者が参加し、より多くのお客様との触れ合
じかん きたい

いができる時間になるように期待したいものです。
ひさ たちいき しせつちょう はな じかん つく じんいん じゅうじつ りようしゃ みな

久しぶりの他地域の施設長と話す時間が作れたこともよかったです。人員を充実させられず、利用者の皆さ
かつどう せいげん じぎょうしょ はんせい じかん

んに活動の制限をさせてしまっている事業所として反省もした時間でもありました。
しせつちょう かんりせきにんしゃ いしかわ ひろひさ

施設長・サービス管理責任者 石川 浩久

感染対策しつつBBQ！
やっぱ、肉やな！！

ウィズメンバー

シロクマの部屋
ほおずき

ホルモンと言っても肉の話ではありません。
睡眠ホルモン「メラトニン」は、質の高い睡眠を
もたらすため、疲労回復に効果的。スマホのブルー
ライトはメラトニンの分泌を妨げるので、就寝２時間
前から使用を控えたほうが良いでしょう。逆に、朝日を
浴びると、「メラトニン」が抑えられ、脳がスッキリ、
体内時計が整います。

SowelCLUB 127号より

ホルモンの話



ビーム
き せみ こえ すずむし な ごえ き

気づけば、もう蝉の声がしなくなり、鈴虫やコオロギの鳴き声がが聞こえてくるようになりました。
かがわけん かんせんしゃすう まいにち き ほんとう かがわけん にんずう みみ うたが ぞうか

香川県でのコロナ感染者数を毎日ニュースで聞きますが、本当に香川県の人数？と耳を疑うほど増加

していますね。
すうねん かいさいよてい けん かがわけん しょう しゃ たいかい かんせんかくだい ちゅう

数年ぶりに開催予定だった、県スポ（香川県障がい者スポーツ大会）も感染拡大のためやむなく中
し ざんねん おも かた こんしゅう かんおんじ まつ あき いちだい

止となり残念に思われた方もいらっしゃるのではないのでしょうか。今週、観音寺祭りなど秋の一大
おこな よてい よていどお かいさい ちゅうし ふくざつ き

イベントも行われる予定ですが、予定通り開催されるのか、またもや中止となるのか・・・複雑な気
も まつ おこな すこ きたい

持ちですが、祭りファンとしては行われることを少し期待しています(笑)
だれ じょうきょう ひ つづ こまめ かんき てあら しょうどく こころ

いつ誰がなってもおかしくない状況ですが、引き続き、細目に換気や手洗い消毒など心がけていき
おも

たいと思います。
せいかつしえんいん しばお

生活支援員 芝尾

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

りょうり たんとう いけだ

リールのレストランで料理を担当している池田です。
せいけつかん てんない ふんいき じゃま ビージーエムなど はばひろ ねんれいそう かた こ

リールは清潔感のある店内や雰囲気の邪魔にならないBGM等、幅広い年齢層の方に、お越しいただける
みせ しょうどく ばん せっちなど かんせんたいさく ちから い りようしゃさま きゃくさま

お店です。消毒やアクリル板の設置等、コロナの感染対策にも力を入れていますし、利用者様もお客様へ
ちゅうぼうない も つ など ひび がんば さぎょう はげ

のサービスや厨房内での盛り付け等、日々頑張って作業に励んでおられます。
がつ あたら あき とうじょうよてい ぜひ あし はこ りようしゃさま ともども ま もう あ

９月からは、新しい秋メニューも登場予定です。是非足をお運びください。利用者様共々お待ち申し上

げております。
しょくぎょうしどういん いけだ かつひこ

職業指導員 池田 勝彦

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・ウィズ・リール＜９月/１０月販売・行事カレンダー＞

月 火 水 木 金 土 日
９／１２ １３

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

１４
ウィズ
市役所販売

１２：００～
ふたば保育所
１４：００～

１５
やまももパン販売
１２：００～
１３：００

１６
西部養護学校
１４：３０～
１５：３０

１７ １８

１９ ２０

Aコープ豊南
１０：００～
１２：００

２１
観音寺市役所
１２：００～
１３：００

ウィズ
トマト販売
１２：００～

２２
やまももパン販売
１２：００～
１３：００

２３ ２４

Aコープ豊南
１０：００～
１２：００

２５

２６ ２７

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

２８
ふたば保育所
１４：００～
三豊市役所
１２：００～
１３：００

ウィズ
トマト販売
１２：００

２９
やまももパン販売
１２：００～
１３：００

３０ １０／１ 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

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！！

「利用者や仲間を感動させる」ために、
もうひと手間を惜しまないのがラーフ流。

※ リールレストラン営業日

懐かしの焼き芋屋台…


