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利用者さんが 3名増え、33名に 

優良安全運転管理事業所として表彰 

「焼き芋」大盛況！完売御礼！！ 

上池さくらこども園の園児が
芋ほり体験に来てくれました 

週末のたびに台風が・・・ 

あぐり 

平均工賃 2万円達成！！ 

3年振りに「成人を祝う会」を開催 
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祝成人！歌とダンスで盛り上がりました 

利用者さんの還暦祝い 

家電故障のオンパレード（泣） 
キッチン水漏れも（泣） 

部屋全体を使って段ボール迷路 

 浜松磐田信用金庫蜆塚支店で園児
と花植えのお手伝いをしました 

 

お芋ほり♪よいしょよいしょ

親子教室を初めて協働センターで 

 

祝還暦！いつまでもお元気で！！ 迷路たのしかったね♪ 

えくらん 

フォーワン ゆりかご 
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 令和元年 9 月の法人全体内部研修にて、永年勤続職員の

表彰をしました。あぐりの樋口加奈さん、ゆりかごの柴田

明奈さん、えくらんの長谷川嘉男さんの 3 名が表彰されま

した。3 名から、「法人の歩みと私の 10 年」と題して、こ

れまで関わってきた事例を交えた体験発表がありました。

これまで感じた悩みや想いなどに触れながら、働き続ける

上で大事なことを話してくれました。 

 永年勤続職員 3 名のコメントをご紹介いたします。 

 

えくらん開所から携わらせていただき、色々な経験をさせていただきました。この間に結婚、出産があり

ました。子育てをしながら仕事を続けることは大変ではありますが、周りの理解や協力があり、仕事を続

けていられることに感謝しています。開所当初より職員の人数も格段に増えました。今後も、利用者さん

やご家族と向き合いながら、職員間で協力し、チームとして支援していきたいと思います。（樋口） 

 

早いもので、あそしえに就職して 10 年余となりました。開所当初は 1 事業所でしたが、現在は 6 事業所

となり、職員数も増えました。多くの方との出会いや別れがありました。この 10 年間で福祉制度や取り

巻く環境も変わってきました。その中で、何が一番良い選択なのか考えながら支援してきました。生活、

健康、就職、余暇…どこまで満足していただけただろうかと考えます。現在は児童発達支援事業所ゆりか

ごで働いています。通われているお子さんと保護者の長い人生の中で、大切な時間だったと思ってもらえ

るよう支援していきたいと思っています。（柴田） 

 

この 10 年間、楽しいことや辛いこと、出会いや別れ、様々なことを経験しました。自信をなくした時も

ありましたが、利用者さんの笑顔、ご家族からの温かな言葉を励みに続けていくことができました。利用

者さんやご家族に安心してもらえるような存在でありたいと思います。（長谷川） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バザー用品・抽選等景品 募集のお願い 

・生活用品 

≪洗剤、タオル、雑貨、文具、玩具など≫ 
・食品 

≪食用油、調味料、缶詰、乾燥麺、野菜など≫ 

☆賞味期限半年未満、使用後のものはご遠慮ください。 

☆事業所へお届け頂くか、法人職員や関係者にお渡し

頂けると有難いです。 

 

 

      

ボランティアさん募集します 

・会場の準備 ≪テントの設営や会場の飾り付け≫ 

・模擬店準備 ≪商品やゲーム準備、POP 貼り≫ 

・模 擬 店 ≪商品の販売やゲームの受付≫ 

・駐車場誘導 ≪お客様の誘導≫ 

 

☆私たちと一緒にイベントを盛り上げてみませんか？ 

お問合せ TEL 053-427-1190 

 

 

 

 

 

 

      

 2020年8 月1 日（土）16時～18時 場所：えくらん 
今年度は例年と異なり、8月開催です。お間違えのないようご注意ください。 
荒天時は 8月 2日（日）の予備日に開催いたします。 

ホームページはコチラからアクセスできます 

永年勤続職員の表彰をしました 

 

お知らせ 
メールアドレスが変わりました。アドレス帳等の登録変更をお願い致します。 

えくらん ecrin@associe.org   ゆりかご yurikago@associe.org 

あぐり agri@associe.org     相談支援室ゆい yui-soudan@associe.org 

フォーワン forone@associe.org  法人本部 honbu@associe.org 

 

ホームページの URL が「https://associe.org」に変わりました。ブックマー

ク等の登録変更をお願い致します。 
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 障害者のチャリティー番組などに数多く出演している萩本欽一さん（欽ちゃん 78歳）が、「障害者と

話すことはありますか？」という質問に、 

「テレビをやってるときに、友達になった障害者の男の子がいるの。その子が、車いすで会場の日本

武道館の中をバンバン走ってたから、僕が『危ないだろ！』って怒ったの。テレビ局の人は『（怒る

のは）やめたほうがいいですよ』と言ったんだけど、その子がにっこり笑ってね。『僕、今まで怒ら

れたことがなかったんだ。欽ちゃんが初めて怒ってくれた。今日は僕が普通の人になった日だよ』っ

て言うんだ。それを聞いて、本当に涙が出たね。そして、皆で拍手をしたの。障害を持つ人を見ると、

どうしても気を使って、『車いすを押しましょうか』とか丁寧に話しちゃう。でも、本当は普通に『押

すか？』でいいってこと。それで喜んでくれるんだ。『気を使いすぎだ』って教わったような気がし

たの。」（毎日新聞,2020年 1月 28日,「そこが聞きたい パラリンピックを応援する」） 

と話していました。 

 さて、障害のある子どもを教育する学校として、特別支援学校があります。それぞれに小学部、中学部、

高等部があり、発達段階に応じて学習する場がありますが、高等部を卒業して社会に出ても、自立して生

活するのは困難であるのが現状です。それは、働く意欲があっても障害があることが理由で、一般の企業

に就職することが難しいからです。 

 そうした環境の中で、生活や就労の支援をする施設に入所して受注作業をしたり、施設外で就労したり

して、少しでも自立した生活が出来るように支援を受けることができます。入所者が施設での生活を継続

していくためには、職員の適切な助言や支援が効果を上げる要因になります。 

1つ目 出来たことを褒めてあげる支援を！ 

普通の子に追いつかせることばかりを考えて出来ないことを教えるよりも、出来たことを喜んであ

げることが生きがいを求める上で大事なことです。 

2つ目 落ち着いた環境づくりをして、心の安定を図る支援を！ 

障害のある子どもは精神的に不安定になりがちですが、落ち着いた雰囲気と活動しやすい環境で作

業をさせ、安心感を持たせることが必要です。 

3つ目 個々の能力や適性に応じた仕事をさせる支援を！ 

障害の程度には個人差があります。農作業が好きな子や機械いじりに興味を持つ子など、一人ひと

りの能力や適性に応じた仕事をさせて作業効果を高めることが大切です。 

4つ目 向上心や達成感を味わわせる支援を！ 

やさしい作業から始め、あせらずに慣れさせながら仕事の楽しさや、やり終えた嬉しさを感じさせ、

少しずつ技能を高める訓練をして向上心を培うことが大事です。 

5つ目 生きがいと働く喜びを感じさせる支援を！ 

収入よりも働きながら生活できる喜びを味わわせ、自分がしている作業が社会や人のために役立っ

ていることを理解させて、生きる喜びを感じさせることが重要です。 

 今年は東京でパラリンピックが開かれます。パラリンピックは、片足がない人や片腕のない人、目が見

えない人や耳が聞こえない人、知的な遅れがある人や車いすの人など、障害のある人たちが競技を行うス

ポーツの大会です。パラリンピックで活躍する選手を見て、「普通の人と同じことが出来るんだ。甘やか

されてはいけない。自信が湧いてきたぞ。欽ちゃんありがとう。」という気持ちが出てくるでしょう。 

 

障害者の就学・就労・生活支援の在り方 

芳川地区自治会連合会 

 会長 鈴木春光 
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公益財団法人静岡新聞・静岡放送文化福祉事業団の社会福祉事業「愛の都市訪

問」様より「焼き芋機」を寄附していただきました。ありがとうございました。 

就労継続支援 B 型事業所あぐりでは、以前からさつま芋を栽培し、自主製品

として干し芋を販売してきました。次の商品として焼き芋の販売に挑戦するこ

とを決めましたが、火が薪に燃え移りにくかったり、芋の焼け具合にムラが出た

りしていて、納得できるような商品にはなりませんでした。 

これまでの課題を克服するために、焼き芋専用の

機械を使うことにしました。焼き芋機を使用することで、火による事故の心

配や芋の焼けムラもなくなり、トロっとした焼き芋を作ることができました。

遠赤外線効果で中はしっとりとし、とても甘いのが特徴です。 

販売を始めてから、多くの近隣の方々

に来ていただきました。「美味しかったか

らまた来たよ。」とリピートしていただけ

る方もいらっしゃいました。焼き芋は 11 月から販売を開始して、芋

がなくなり次第終了となります。美味しい焼き芋を作っていきますの

で、近くにいらした際にはぜひお立ち寄りください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

焼き芋機を寄附していただきました      あぐり 池田 祐樹 

 

ご協力ありがとうございました 

（令和元年 9月～令和 2年 2月・順不同、敬称略。匿名を希望される方の掲載は省略させていただいております。） 

ご 寄 附 (株)影良建設 公益財団法人静岡新聞・静岡放送文化福祉事業団 

マックスバリュ東海(株) あそしえ後援会  

ボランティア 山本長行 古川雅康 望月隆明 加藤健司 大場雅子 犬居和賀代  

百瀬江利子 川人由美子  

ア ル ミ 缶 赤池貞子 伊藤忠 池田理容店 河合秀敏 西伊場凧揚げ会 鴨江八日会 

小池富子 宮本恵子 犬居和賀代 嶋田初江 

ご利用者家族からのご寄附・ご協力は割愛させていただいております。 

地域の皆さまにもご協力いただいております。いつもありがとうございます。 

ご加入・ご継続者 
（令和元年 9月～令和 2年 2月・順不同、敬称略。匿名を希望される方の掲載は省略させていただいております。） 

白都恒次 清水ゆき 山本やちよ 服部源吾 鈴木克子 中村真由美 

 あそしえ後援会  

「あそしえ」への財政的協力・支援活動 
「あそしえ」の広報活動 
会員相互の交流 その他活動 

 

ご支援ご協力お願いいたします 

年 会 費  個人会員 一口  1,000円 
法人会員 一口 10,000円 

郵便振替 00890-0-100480「あそしえ後援会」 
 

みなさまのご善意により後援会を運営しております。スポーツデイやクリスマス会などの行事に

ボランティアとして参加、成人を祝う会やゆりかご卒園式には記念品の贈呈などを行っています。 

販売状況はブログにて発信します 
あそしえいろいろ 検索 

 


