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印 刷
八身共同印刷

７月
夏のミニスポーツ大会

８月
バーベキュー

１１月
クッキング

新年の
ご挨拶

６月
豊郷小学校＆酒造見学

小 島 滋 之

５月
沖島 釣り＆散歩

９月
大津科学館
５月
回転ずし&ボーリング&ショッピング

施設長
新年明けましておめでとう
ございます︒昨年は︑障害者
差別解消法が施行される中
で︑神奈川県の入所施設では
痛ましい事件が発生し︑障が
いのある方々の命を軽視する
犯人の発言が衝撃的でした︒
他にも︑過労死やストーカー
事件など︑大切な命や個人の
尊厳を身勝手な理由で奪って
しまうような事件が多発して
います︒
当福祉会では︑利用者の増
加に伴って本年４月に事業所
を新設する準備を進めてお
り︑本来の障害福祉サービス
事業以外にも︑東近江市のモ
デル事業として住民の皆さん
と連携して地域活性の一翼を
担う新しい事業に取り組む予
定です︒
法制度の整備や啓発は進み
ますが︑こうして〝現場〟に
いる私たちが身近でできるこ
とを考えて実践し︑顔の見え
る地域というコミュニティか
ら共生社会創りを目指してい
きたいと考えています︒
最後になりましたが︑皆様
のご健康とご多幸をお祈り申
し上げ︑新年にあたってのご
挨拶とさせて頂きます︒

余 暇 活 動
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一泊旅行

日帰り旅行

１２月３日〜４日

１２月３日
飛騨・高山の旅

あべのハルカス
オービィ大阪

木

村

優

斗

八身の旅行に参加して
吉 澤 慎 哉

今回︑初めて日帰り旅行
に参加させて頂きました︒
最初は素直に楽しめるかな
ど少し不安もありましたが
普段︑話した事が無い人や
知っている人達などと楽し
む事ができて良かったと思
いますし︑大阪は︑あべの
ハルカスやエキスポシティ
など行った事が無くて︑ず
っと行きたかった場所だっ
たので楽しかったです︒今
年も日帰り旅行があれば参
加したいと思います︒

旅行に参加して
坂 谷

去年の 月３・４日で岐
阜の高山に一泊２日の旅行
に行きました︒一日目の昼
食は︑いたくらラーメンで
夕食は︑ひだ牛などをメイ
ンにした食べきれないくら
いのご飯でした︒一日目は︑
物産館でお土産などを買い︑
夕方は何人かでゲームセン
ターへ出掛けました︒夕食
後は︑部屋の人達と一緒に
ウノをして遊びました︒２
日間︑とっても楽しい旅行
でした︒

加津美

飛騨・高山一泊旅行に参
加しました︒一︑二日目と
も︑食事は︑量も多くてお
いしかったです︒温泉もあ
たたかくて良かったです︒
夜はあまりねられなくて２
時間ほどしかねられません
でした︒２日目は高山市内
を散策しました︒古い建物
ばかりでしたがお店がたく
さん並んだ所でした︒最初
は行こうか迷いましたが行
ってみて良かったです︒ま
た機会があれば︑一泊旅行
に参加したいです︒
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今回初めて日帰り旅行に
参加させていただきました︒
バスが車いすのためのリフ
ト付きだったので︑とても
助かりました︒しかもお茶
とお菓子まで付き︑至れり
尽せりで良かったです︒
オービィ大阪では︑動物
の事を体で感じる事ができ︑
あべのハルカスでは快晴の
街並を一望でき︑共に楽し
かったです︒
旅 行 が 終 わ っ た 後 も ︑﹁今
年はどこに行けるんだろ
う？﹂と楽しみにしています︒
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ふれあいまつり実行委員会
当日は秋晴れの下︑祭り
を開催することが出来まし
た︒今年のステージではわ
かば幼児園の可愛らしいお
遊戯をはじめ︑玉園中学校
の迫力のあるブラスバン
ド︑かくれん坊のとても面
白い漫才︑湖東ギターサー
クルの誰もが一度は聞いた
ことのある音楽の演奏︑丸
ちぇろのあっと驚く大道芸
で祭りを盛大に盛り上げて
下さいました︒
模擬店では︑初めての試
みで車椅子体験も実施致し
ました︒また︑ゲームコー
ナーではお菓子釣りを行
い︑老若男女問わず大盛況
でした︒
抽選会ではたくさんの方
が商品を嬉しそうに受け取
っていかれました︒
最後になりましたが︑ご
協力︑ご参加いただきまし
た方々に厚くお礼を申し上
げます︒

光

野

大

志

ふれあい祭りで一番印象
に残っている事は司会進行
をする時みんなの前でマイ
クを向けて大きい声でハキ
ハキと発言した事です︒玉
園中学校の吹奏楽部の名探
偵コナンのオープニングテ
ーマ曲を金管楽器で上手に
リズミカルにダイナミック
に演奏で驚きました︒僕は
模擬店はお手伝いしなかっ
たけどマイクで司会という
ので主役扱いして出席した︒
﹁次 は 吉 本 の 出 番 です︒﹂と
発言する時は成功するか失
敗するかの瀬戸際で戸惑う
点もあったけど旨く乗り越
える事が見事に出来ました︒

坂

田

忠

司

ジュースをのんで︑つり
のゲームをしてたのしかっ
た︒
はやくうりきれたので︑ほ
かのたべものはかいません
でした︒
ステージもおわらいや︑う
たがたのしかったです︒

熊本地震
復興支援募金の
お礼とご報告

ふれあいまつり当日に皆

さまからお寄せいただいた

復興支援募金につきまして

は︑滋賀県共同募金会を通

じて熊本県へ送金させてい

ただきました︒たくさんの

方々にご理解とご協力をい

ただきましたことを深くお

礼申し上げます︒

２０
１
７年１月２７日

なかまの会

新年のあいさつ

美

な

和

は

仲間の会 会長
吉 田

なかまの会を代表し
て︑私︑吉田和美が新
年のあいさつをさせて
いただきます︒
昨年は︑楽しい事だ
けではなく悲しい事も
ありました︒
今年は︑未来へ向っ
て︑悲しみのない明る
い八身になるように願
って頑張っていこうと
思いますのでよろしく
お願いします︒
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就労継続支援B型事業
定員20名

野菜の水耕栽培農場

・水耕栽培の付随作業
・地域との連携活動

当法人が運営する事業の総定員は80名ですが、利用して頂いている利用者が１
００名を超え、
本年４月に新しい事業所を設立することとなりました。現在の法人の所在地から近距離の集
落内で水耕栽培事業のガラスハウスと空き家が見つかり、開所に向けて最終的な手続きや改
修工事を進めているところです。
新規事業所は「就労継続支援Ｂ型事業 定員20名」で、野菜の水耕栽培事業を中心とした
作業を想定しております。また、使用する空き家については、昨年に東近江市が募集された
「空き家等の可能性を生み出すモデル事業」に応募して採択を頂き、地域住民の方々と連携
して高齢者を対象としたサロンの運営など、地域課題の解決にお役に立てるような活動を始
めることとなりました。
最後になりましたが、新規事業の一部である水耕ファームの設備整備について、赤い羽根
選べる募金を通じてご協力を頂き誠にありがとうございました。故障していた天窓や遮光カ
ーテンの修繕に使用させて頂きました。
※ガラスハウスで収穫した野菜は、『葉菜屋』ブランドで市内マックスバリュの地産コーナー
でお買い求め頂けます。

