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新年の
ご挨拶

日帰り旅行

小 島 滋 之

ちょこっとお出かけ

施設長

１２月

新年明けましておめでとう

１
１月

ございます︒
今年４月から障害者差別禁
止法が施行されます︒平成
年に施行された障害者虐待防
止法に続き︑障害者権利条約
への批准以降はこうした国内
法の整備が進められています︒
しかしながら︑虐待防止法の
施行後も施設内での虐待の
ニュースが後を絶たないよう
に︑法律ができたからといっ
ても︑人々の心から偏見や差
別が根絶されるにはまだまだ
時間がかかるものと思われま
す︒
法制度の整備と共に︑法人
の事業活動で身近な地域へと
アプローチすることの両面か
ら︑障害のある方々の〝働
く・暮らす〟ことを支えられ
るように︑今年も職員一同で
努力する所存です︒
最後になりましたが︑皆様
のご健康とご多幸を祈念し︑
新年の挨拶とさせて頂きます︒

９月

１０月
キリンビール工場＆多賀ＳＡ

ミニスポーツ大会

８月
夏のＢＢＱ大会
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８月 余暇活動

１
２月 余暇活動

８月１日〜２日

１２月１９日

お泊まり会

なばなの里

月の余暇活動では︑初
めての夜企画で︑なばな
の里へイルミネーション
を観に行きました︒たく
さんの人でしたが︑大変
感動した時間になりまし
た︒

８月１・２日に八身に宿
泊する余暇活動を行いま
した︒１部と２部に分け
て︑両方で 名の方が参
加されました︒
33

12

津

田

居

守

慶

正

衛

天気が︑よくて︑みんなでわくわ
くイルミネーションが︑見るのがよ
かったです︒そのあとおきゃくさん
が︑たくさんいたのが︑すごかった
でした︒食べるお店が︑たくさん多
すぎて︑すごかった︒しょくいんさ
んといっしょに︑トンネルのイルミ
ネーションが︑見るのが︑よかった
でした︒かえりは︑じゅうたいに︑
なってしまい時間がたってしまいま
した︒みんなといっしょに︑いった
のが︑うれしかったでした︒トイレ
が︑多かった︒

松

８月の余暇活動で︑１泊２日でお
泊り会に行きました︒１日目の昼は︑
八身で流しそうめんとおにぎりを食
べました︒美味しかったです︒その
後にカラオケをしました︒皆うまか
ったです︒ゲーム大会で人の書いた
物を当てるゲームをしました︒夜ご
飯は王将と和食のさととガストの３
つから選ぶ事になり︑僕は王将に行
ってラーメンを食べました︒お風呂
は八身の近くの銭湯に行って︑僕も
行きたかったです︒銭湯から帰って
きて︑怖いビデオを見て︑ビールを
飲んでカラオケをして布団を引いて
寝ました︒２日目の朝ご飯はハムエ
ッグとウインナーを食べました︒
皆と喋って楽しかったです︒

吉

村

口

真利子

裕

己

なばなの里で楽しかったこ
とは︑イルミネーションを見
たことです︒歩いてる途中で︑
人にぶつかったり足を踏んだ
り踏まれたり移動するのにす
ごく大変でしたが︑光のトン
ネルとかとても綺麗で迷子に
なっても気づかないくらい見
とれていました︒晩ごはんは
パンを４個食べました︒とて
もおいしかったです︒

川

僕が八身に入所して以来余
暇活動で初めてのお泊り会で
した︒お泊り会前日から楽し
みにしていました︒１泊目は
カラオケやゲーム等を楽しみ
夕食後銭湯に行きました︒皆
と楽しくお風呂入った後は
ＤＶＤ鑑賞や夜はカラオケし
たり普段余り関わりの無い方
達と話をしたりしました︒初
めてのお泊り会だったので夜
は緊張してたのかなかなか寝
られずにずっと起きてました
が楽しくいい思い出になった
と思います︒又機会があれば
参加したいです︒
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ふれあいまつり実行委員会
月 日︵土︶に 第 回 ふ れ
あいまつりを開催しました︒
天気の心配もしていました
が︑当日は好天に恵まれたく
さんの方に来場して頂きまし
た︒カルチャーハウスＡ＆Ｉ
さんのかわいらしいキッズダ
ンスに始まり︑水車太鼓の勇
ましい太鼓を楽しみました︒
午後からは︑水谷ノブトさん
のカッコいい歌声を聴き︑最
後はマジックバーなぎさのマ
ジックショーを楽しみまし
た︒間近でみるマジックは見
入ってしまいました︒
今年初めての試みとして︑
各作業班の紹介を担当利用者
さんにして頂いたり︑ステー
ジで特技を披露して頂く時間
を設けました︒地域の方に見
て頂くことは少ないですが︑
それぞれに頑張っている姿を
少しでもご覧頂けたのではな
いかと思っています︒
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光

野

大

志
秋祭りで一番印象に残って
いる事と言えば︑介護班の作
業内容を発言した事です︒
模擬店で加薬ご飯を購入し
てお昼ご飯を食べてステージ
でマジックショーを見た事も
凄い感動に残っています︒辻
まなみさんの浜崎あゆみの歌
の発表とかビンゴゲームでリ
ーチかビンゴは当たらなかっ
たけどトリプルリーチを獲得
した事です︒
エコバッグ班や葉菜屋のス
ムージー小松菜の栽培の紹介
で売れ行きが良く好評だった
事です︒

八身ふれあい祭りについて
喜友名 ラファエル

芳

彰

ぼくは祭りを楽しみにして
いました︒
社会人で人生初めてのもぎ
てんをやりました︒炊き込み
ごはんをたんとうしました︒
お客さんがたくさん買ってく
れるかなと心配してたけどお
客さんがたくさん買ってくれ
たのでうれしかったです︒お
昼ごはんはからあげと︑うど
んとたこせんとやきそばを食
べました︒全部おいしかった
です︒祭りはとても楽しかっ
たです︒来年もまた行きたい
です︒

辻

一番いんしょうに残ってい
る所は︑マジックショーで︑
ぜんぜんわからなかったかな
と思います︒ビキニすがたで︑
若い子がおどりもよかったな
あと思います︒
抽選会は︑一度も当たらな
いので残念でした︒来年こそ
は当たるようにお願いします︒

土

井

温

子

今回で２度目の祭りの手
伝いをさせていただきまし
た︒担当はうどんで普段交
流のない利用者の家族の
方々や地域の方々などと接
することが出来てよい経験
ができました︒普段と違っ
た雰囲気で楽しかったです
し︑今回の事を活かしてコ
ミュニケーションを少しで
も上手く出来るようにして
いきます︒全体的には常に
ステージでの発表があり︑
特に班紹介で知っているよ
うで知らない皆さんの作業
内容が知れて良かったです︒
機会があれば次回も参加し
たいと思います︒

名として事業を開始する予

京セラ八日市工場に
就職しました︒

Ｑ．就職してどのくらい経ちますか？
１年 ヶ月です︒

Ｑ．どのような仕事をしていますか？
箱の中に入ってある商品を仕分ける作業や商品に
ラベルを貼る作業をしています︒

Ｑ．お給料でなにを買いましたか？
京セラの社内販売で時計を買ったり︑ハムとウィ
ンナーを買いました︒メガネも買い替えました︒

Ｑ．就職して良かったことは？
自分が京セラに就職して良かったのは︑給料が
前に働いてた八身の作業所と比べて多くなった
事です︒前の八身の作業所では︑朝早くに通勤
していたのですが︑今の京セラは︑朝ゆっくり
の通勤で良かったです︒

Ｑ．就職する上で大切と感じることは？
減り張りをつけたり︑時間に気をつけて︑行動
をしたり︑言われた事はきちっと守る事です︒
Ｑ．今後の目標は？
仕事を諦めず︑辞めずに頑張りたいです︒

「赤い羽根共同募金 えらべる募金」へのご協力のお願い

葉菜屋より 移転報告
水耕ファーム﹁葉菜屋﹂の移転について前回の広報で
年４月の開所に向けて準備を進めているところで

の支援もまだま

だ勉強しなけれ

ばならないこと
ばかりですが︑
少しずつ多くの
方に知って頂け
る事業所になっ
ていきたいと思
っております︒
これから移転
に向け︑ご指
導・ご協力のほ
ど何卒よろしく
お願い致します︒
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Ｑ．最後に一言
八身で働いてた頃は︑体調を崩して仕事を休ん
でた時がありましたが︑色々経験を積み重ねて
いた努力が身を結び︑就職することができまし
た︒京セラで何事にも挑戦していきたいです︒
また八身に遊びに行きたいです︒

滋賀共同募金会の初めての試みとして、えらべる募金活動を開始しました。上に書き
ました「葉菜屋」の移転に関わる資金不足を補うために皆様のご支援を頂きたく活動を
行っています。窓口や街頭での募金だけではなく、郵便局へ足を運んで頂きお振込み頂
くという形ですので、お手間をとらせることもありますがご協力お願い致します。
お電話頂ければ、持参または郵送で振込用紙をお届け致しますのでご連絡お待ちして
おります。（住所、連絡先は一面のタイトル横に記載しています。担当：加藤）

縁さん
中嶋

もお知らせ致しましたが︑この度正式に移転先が決まり︑
平成

始めます︒
就労継続Ｂ型事業を定員

おります︒野菜

た方にも﹁働く﹂を通した支援を提供できればと考えて

めています︒これまで八身本体での受け入れが難しかっ

と家屋の中で軽作業を行うグループを想定して準備を始

定です︒ガラスハウスの中での水耕栽培を行うグループ
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市池田町の空き家と空きガラスハウスを利用して事業を

あります︒法人のある林田町から車で５分ほどの東近江
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の栽培も利用者
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