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平 成 2 9 年 度 に 臨 ん で
あちらこちらから花便りが聞かれる季節と

なりました。ささゆり作業所前の土地の造成

工事も終了しました。今後は、地域の皆様や

ご利用者ご家族の意向をお聴きしながら福祉

課題に貢献できるような事業を計画して参り

ます。

さて、ささゆり作業所では、障がい特性や

ご利用者の意思を尊重した支援をしています

が、さらに希望や申し出があれば合理的配慮

に基づく対応を柔軟に実施します。日中活動

事業や生活の中で、いかに社会との関わりを

持ち、ご利用者自身が社会の一員としての役

割を果たしているかを自覚できるような支援

を大切にしています。

就労支援事業、就労継続事業利用者が希望

されれば、トライアル雇用や企業実習の場と

就労先を開拓する等の就労支援プログラムを

一層充実し、できる限り多くの機会を提供し

ます。働く＝ディーセントワークの概念で、

働き甲斐のある仕事（作業）、障がいのある

人達の障がい特性や各々の強みを生かした作

業へ位置づけることを目標とします。

生活介護事業は、より合理的配慮が必要な

事業です。個々の障がいや作業時間を考慮し

た適切な支援、基本的生活習慣の確立と情緒

の安定、情感豊かな人格の涵養、また、作業

ばかりではなく、ご利用者の生き甲斐となる

ようなレクリエーションや動作訓練、アロマ

セラピー等のリラクゼーション支援、歩行や

マット運動等の体を動かして体力の維持を図

る支援、創作活動等の趣味趣向を反映した支

援等です。ご本人に合わせた適切な支援を実

施し、ご本人のオアシスとなるような支援を

いたします。

また、ご家族・ご利用者の高齢化に伴い、

今まで通りささゆり作業所に通所が困難な方

達も見受けられます。取り組まなければなら

ない懸案の大きな課題です。

ご利用者の自立のため、昨年度にも増して

支援の充実を図って参りますので、関係諸機

関のご支援ご協力、ご家族の皆様のお力添え

をお願い致します。

施設長 影山 英夫
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水呑地蔵尊／土丸町内会／泉佐野市

／田尻町／熊取町／八浄寺／インター

クラフト通商／㈱フタバ／㈱田中ク

リーン商事／馬場谷タオル㈲／シマ

／㈱東進／丸十タオル㈲／み奈美亭

／梶谷商店／㈱フェミニン／神藤織

物㈱／リコズ・ワールド／曽我㈱／

サンタ通商㈱／エルチャレンジ／㈲

日神／広洋物産㈱／西本タオル㈱／

㈲プレスコート／㈲丸繁／高野山宿

坊組合／岩代商店／神通温泉♨／

南天苑／ときめきの宿ふるさとネッ

ト／㈱マサイ／(福)信和福祉会 圭

の家／太陽川辺作業所／㈱コテック

／㈱丸中／㈱フラット・フィールド

／㈱日本テクノ／㈱山義／原花店／

ベルカント

（順不同、敬称略）

以上、作業提供・寄付・その他のご

協力を頂いた団体・個人の方々です。

ありがとうございました。

皆さま、お花見に

はもう行かれました

か。満開の桜を見る

と心が癒されるのは

私だけでしょうか。

週末もまだまだ見頃

だと思うので、まだ

お花見に行かれてい

ない方はぜひ行って

下さいね。

さて、久しぶりの

ささゆりだよりの編

集でしたが、これか

らも皆さまにとって

楽しい紙面をお送り

していきたいと思っ

ていますので今後と

もよろしくお願い致

します。

倉澤 威

編集後記

5月 ・ 6月 の 主 な 行 事

5 月

13日(土) ダンス活動「絆」

16日(火) エンゼルの会

19日(金) クラブ活動

※各班一日外出を予定しています

６ 月

6・7日(火・水) 採血・心電図検査

10日(土) ダンス活動「絆」

お楽しみランチ

12日(月) レントゲン検査

14日(火) 防災訓練

23日(金) ささゆりだより発行

＊編集委員：倉澤 威・小西 文子・南 美栄

〒598-0022 大阪府 泉佐野市 土丸904番地 TEL 072-459-7024

FAX 072-459-7350

Ｅ-mail：selp-sasayuri@nifty.com ＵＲＬ：http://ｓ-seikoukai.or.jp/sasayuri/

より良い広報紙を目指すため、ささゆりだよりについての

意見や要望を随時募集しています。あんなことが知りたい、

こんなことが載っていると役に立つ等、皆様のご意見をお寄せ下さい。

※予定は変更する場合もございますので、何卒ご了承下さい。

ショップふれあいでは、
障がいのある方が心をこめて作った商品を販売しております。

手作りクッキー・さをり織り・ポーチ・髪飾りなど小物・雑貨

住 所 佐野市日根野２３３１－１ JR日根野駅から徒歩10分
電 話 ０７２－４６７－０１００ 営業日 月曜日～金曜日(休 土・日・祝)
営業時間 10：00～16：00
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3月9日(木)、少し肌寒い中でしたが、皆さん楽しみにしていた外出に元気いっぱいでりんくう

シークルへ。今回の目的は、お買い物と美味しいご飯を食べる事でした。昼食は3グループに分か

れ、りんくうシークル内のマクドナルドとダイキチうどん、スターゲイトホテル関西エアポート

２階にあるペストリーカフェに向いました。各班「美味しいね。」「ホテルでのご飯なんて、パー

ティーみたい。」等、希望の食事を笑顔いっぱいで楽しみました。その後、りんくうシークル内

でのお買い物では欲しい物やお土産を購入したり、ゲームセンターや観覧車等でお友達と遊んだ

り、ゆっくりとお茶を楽しむ等それぞれに充実した時間を過ごす事が出来ました。

上野 恵里香

今回の外出は3月14日(火)、16日(木)と2回に

分かれて、電車を利用しての外出にしました。

事前に調査した希望により天王寺ミオのレスト

ラン街にある『スイーツパラダイス』にて、バ

イキング形式の食事を楽しんで頂きました。皆

さん、カレーやパスタなどの食事に豊富な種類

のスイーツの数々に舌鼓をうっておられました。

たくさん食べられ満足気なご様子でした。職員

が見守ることで、体調不良になられる方もいらっ

しゃいませんでした。食事後は、ご希望により

天王寺動物園のグループと、駅付近のショッピ

ンググループの２つに分かれ散策しています。

動物園グループでは、天候が良かったこともあ

り、過ごしやすい環境のもと見学することがで

きました。可愛らしい動物達をご覧になり、癒

されたとの声が上がっていました。 ショッピ

ンググループでは、近鉄百貨店デパ地下、ルシ

アス、フープ、アンドなどで皆さん各々に買い

物を楽しまれ、お土産を買って帰られる方もた

くさんいらっしゃいました。今回の外出は時間

に余裕をもたせていたこともあり、ゆっくりと

落ち着いて行動することが出来ました。

南河 圭

１班外出

スイーツパラダイス

２班外出

りんくうでお買い物
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杉岡 和江

☆よ ろ し く お 願 い し ま す☆

4月より、ささゆり作業所で

支援員をさせていただく事に

なりました光岡瞳（みつおか

ひとみ）です。以前は、同法

人の恵誠の里で10年間支援員

として勤務していました。こ

うして、また新たな環境で学

ばせて頂ける事に感謝してい

ます。まだ数日間ではありま

すが、毎日生き生きと通所し

て来られるご利用者の姿に、

刺激を受ける毎日です。1日で

も早く皆さんの顔と名前を覚

えて、ささゆり作業所の一員

として頑張りたいと思います

ので、どうぞよろしくお願い

致します。 光岡 瞳

和泉の里から異動して来ま

した廣岡麻生です。和泉の里

では、支援員として7年間所属

していました。出身は、和歌

山県で小・中・高・大学は大

阪市内に住んでいました。趣

味は、中学の時からやってい

るラグビーで、現在も社会人

クラブチームに所属していま

す。和泉の里から異動して来

て、解らない事ばかりですが

皆さんに教えて頂き、今まで

の経験をいかしながら、早く

仕事を覚えて頑張っていきた

いと思っていますので、よろ

しくお願いします。

廣岡 麻生

初めまして。新しく働かせ

てもらうことになりました藤

本翼（ふじもとつばさ）と申

します。前の職場では、病院

でご老人に機械を使った運動

を教えるスポーツトレーナー

として働いていました。福祉

の仕事をさせて頂くのは初め

てでまだまだ覚えることが多

く大変ですが、ご利用者・職

員の方々にお世話になりなが

らも日々充実した時間を過ご

しています。早く皆様の力に

なれますよう全力で頑張って

いきたいと思います。よろし

くお願いします。

藤本 翼

ささゆり作業所の創立記念日
バイキング給食

3月25日（土）の創立記念日に恒例のバイキング給

食を実施しました。

例年どおり利用者様へのアンケート調査の結果で、

上位のメニューを選ばせて頂きました。皆さん楽し

く食事を召し上がって満足されていました。

人気No.1のから揚げ デザートもたくさん「満足」「満足」 「おいしい」

水呑地蔵尊春の大祭にささゆり作業所と家族会でバザーに参

加させていただきました。

朝からたくさんの信者さんやご近所の方で大賑わいです。

今回は一般の方からも手作りの商品を提供いただき収益に協

力いただきました。 南 美栄

水吞
バザー


