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小 島 滋 之

余 暇 活 動

７月

８月

９月

１０月
御在所岳ロープウェイ

カレーライス＆かき氷

琵琶湖博物館

カラオケ

１１月

１２月

１月

ミホミュージアム

クリスマス会

新年会

新年の
ご挨拶
施設長
新年明けましておめでとう
ございます︒
昨年は社会福祉法人制度改
革︑今春には報酬改定や新し
い事業体系が国から示され︑
事業運営にとっての環境は激
しく変化しています︒また︑
人口減少に伴う働き手不足の
ために福祉関係事業所への就
職希望者も少なく︑今後は財
政や人材においても一層厳し
い状況が想定される中で︑多
様化する利用者のニーズへの
支援においてはサービスが低
下することのないよう︑法人
役員・スタッフ一同で尽力し
てまいりたいと決意を新たに
しております︒
今年︵平成 年度︶は︑当
法人の将来構想である５ヶ年
事業計画の最終年となり︑次
期計画を検討する年でもあり
ます︒こうした背景を反映し
ながらも︑大きな流れに翻弄
されて﹃大切なもの﹄を見失
わないよう運営に努めてまい
りますので︑本年も皆様の一
層のご支援ご協力をお願い申
し上げます︒
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日帰り旅行

１２月２日

神戸海洋博物館・カワサキワールド
めんたいパーク見学の旅

城

斗

夢

上

野

勝

巳
メリケンパークとめんた
いパークは初めてだった︒
カワサキワールドで︑初
代０系と対面できて︑とて
も楽しかった︒
海の近くに世界一のツ
リーがあった︒いつか︑そ
のライトアップを見てみた
いな︒
めんたいパークでは︑
３８０円 出 し て ︑ お に ぎ り を
食べた︒少し高いと思った
が︑めんたいこがいっぱい
入っていて︑美味しくいた
だいた︒
神戸はとっても魅力的な
街だな︒

土

井

温

子

今回の旅行で一番楽し
かったのはめんたいパーク
です︒工場見学で作業を見
れたのが一番来て良かった
と思えました︒キャラク
ターもかわいかったです︒
天気も良く良い気分転換に
なりました︒また機会があ
れば行きたいと思います︒

坂

口

賢

洋

川崎重工の歴史とオート
バイなどの製品を紹介する
カワサキミュージアム︒そ
の初代社長が﹁松方デフ
レ﹂で知られる明治の元
老・松方正義の子息だった
ことに驚きと新発見︒また︑
同館 階の展示室には︑平
清盛が遷都した﹁福原の
都﹂から記憶にも新しい阪
神・淡路大震災に至る神戸
の歴史がパネルと資料で詳
しく紹介され︑神戸港がそ
の歴史の変遷に深く関わっ
ていることが分かり︑新た
な神戸の魅力を発見できた
一日でした︒

２

旅行思い出
髙
／２土曜日八身の旅行
で神戸の方面に行きました︒
まずは︑カワサキワールド
に行って船やバイクや電車
を班ごとに見学しました︒
色々な乗り物を見学できて
良かったです︒
その後︑カワサキワール
ドの近くでお昼ご飯を食べ
ました︒
そこからまたバスに乗っ
てかねふくめんたいパーク
に行きました︒そしてめん
たいパークの人に工場案内
をしていただきました︒そ
の後お土産に︑めんたいこ
やめんたい高菜︑めんたい
こせんべい︑めんたいおに
ぎりを買いました︒おにぎ
りはおじいちゃんの家でみ
んなで食べてとてもおいし
かったです︒
いい思い出になりました︒
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木

月 日︵ 土 ︶︑ 第 回 ふ
れあいまつりがありました︒
天気予報を見て︑雨予報に
なり︑心配してましたが︑
前日︑決行になり︑当日︑
曇ったり︑少し雨が降りま
したが︑第 回ふれあいま
つり開催しました︒
お客さん︑いっぱい来てく
れました︒
私の手伝いは︑今年も受付
でした︒
私は︑フランクフルト食べ
ました︒とってもおいし
かったです︒
ふれあいまつり︑とっても
楽しかったです︒
14

ふれあいまつり実行委員会
秋雨前線の影響で心配し
ていた天気でしたが︑無事
に開催する事ができました︒
当日は玉園中学校吹奏楽
部の方達の演奏︑玉緒幼稚
園児のお遊戯︑ＪＵＮＢＯＫＵ
の方々のバンド演奏︑奏菜
さんのライブステージと皆
様に祭りを盛り上げていた
だきました︒
抽選会では任天堂スイッ
チが景品だった事もあり︑
たくさんの方がご参加下さ
いました︒
地域の方々と交流できる
場として開催しているふれ
あいまつりも︑おかげさま
で 回目を迎える事ができ
ました︒今後ともよろしく
お願いいたします︒
最後になりましたが︑ご
来場いただいた皆様︑ご協
力いただいた皆様︑ありが
とうございました︒
20

坂

谷

加津美

ふれあいまつりに参加し
て私の担当はみたらしだん
ごの所で︑準備中に毎年火
の強さなどでうまくいかず︑
あまり売れずだんごが残っ
てたと聞いて︑今年はうま
くいくか不安でした︒準備
の中職員さんが工夫してく
ださり︑火の強さも全体的
にまわるようになりふれあ
いまつりが始まりました︒
始めはあまり売れず時間が
たつにつれ︑とぎれる間が
ないほど良く売れ︑最初に
完売し︑今年まつりに参加
してよかったです︒

まつり

奥 井

尚

美

朝のうちは︑あめが︑
ふっていたけどまつりのと
きやんでよかったです︒
ジュースもうれなくてざん
ねんでした︒
らいねんもいいてんきであ
りますように︒
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昨年４月にオープンして９ヶ月が経ち、利用者も８名（定員２０名）まで増えました。
７月以降は毎月１回の住民サロンを開催し、葉菜屋が所在する地域にお住まいの高齢者を中心
とする住民の皆さんが、毎回１
５〜６名が参加されて催しやおしゃべりを楽しんでおられます。

葉菜屋

二胡の演奏会

利用者も一緒に鍋料理

シートベルト作業について

〜経過報告〜

昨年６月には、就労支援事業の主要取引先であるタカタ株式会社が民事再生法の適用を申
請するという事態が発生し、関係者の皆様には大変ご心配をお掛け致しました。今年４月に
は別会社に事業を譲渡されることが決まっておりますが、今のところその後の取引きについ
て明確な説明はありません。今後も情報を収集し、取引きの継続に向けて努めていきたいと
考えており、状況に進展があれば追ってご報告させて頂きます。

御

礼

平成２９年５月２０日（土） 資源回収を行いました。

古紙リサイクル収入
東近江リサイクル補助金

８‚８５０円
３‚５００円

施設行事に使わせていただきました。

林田町、池田町の皆様
ご協力ありがとうございました。

日本財団福祉車両助成金を受け、送
迎や余暇活動に使用する車いす対応
車両（日産キャラバン）を整備しまし
た。
平成29年３月納車

