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〈表紙絵〉 谷岡 貴郁

梅雨の季節に入って、紫陽花に雨のしずくが流れ見るにはキレイですが、ジメジメ蒸し暑い時期、早く夏
になってくれるのを待っている今日この頃です。
世界中に新型コロナウィルスが蔓延し、ワクチンや特効薬はまだできておらず、誰もが不安な毎日です。
緊急事態宣言が解除になり、少し外出できるようになりました。現在、大阪は新しい感染者が少なくなりま
したが、この状態がいつまで続くのか、暑くなると感染が弱まってくれるのか、冬になるとインフルエンザ
と同じように広まっていくのか、不安の毎日です。
ひまわりでの家族会や造形展イベント、ショップ等も沢山中止になり、長い間家族さんにも会えていませ
ん。他市ですが、知っている障がい者施設が利用日を減らしたり、自粛休業をされていました。ひまわり作
業所は毎日普通に通所出来る事が本当に助かりました。
親も高齢になり、ケガや病気で入院でもすれば困るのは障がいを持った子供達です。誰も予想できなかっ
た今回の目に見えない小さなウィルスの蔓延、家族が、知り合いが、介護者が感染してしまうと、どうやっ
て障がいを持った方達は生活をしていけばいいでしょう・・そんな時の準備の為にも将来の事を皆で考え、
話しをする時期ではないでしょうか？
皆様、お身体を大切に少しでも体を動かして、マスク、手洗い、除菌などを習慣に、この危機に向き合っ
て行きましょう。
これからも、ひまわり作業所にご支援、ご協力をよろしくお願いするとともに、また、様々なイベント等
で皆様にお会いできる事を楽しみにお待ちしております。
（理事長） 徳田
平成１６年
一泊旅行
懐かしの一コマ

町子

～ 活動報告 ～
2020年2月1日土曜日

ひまわり通信 2020年夏号

「避難訓練 と わたがし 」

平年並みかな？まだ少し暖かく感じてしまう松原市、「寒い～」という声もそれほど聞きません。
２０１９年度２回目となる『避難訓練』を行いました。
非常ベルを押して「駐車場に避難してください！」と掛け声、みんな急がず騒がず冷静に避難していき
ます。出火場所へ消火器を構える！って・・カメラ目線でにこやかな表情、みんなそれを見て大爆笑です。
緊張感ないですねぇ（笑）
終了してから作業室で『わたがし』を作ってみました。今年も色々とイベントを開催する予定です、地
域の方達、子供達に楽しんでもらいたいと思い購入しました。やってみるとこれがなかなか難しい、あ～
だこ～だ言いながら部屋中に『わたがし』をまき散らし、顔中、体中に『わたがし』を引っ付けまくり、
作業室は甘い匂いで美味しそう。誰か上手に『わたがし』を作るやり方を教えてください（泣）
『わたがし』と『わたあめ』どっちが正しいの？

2020年2月3日月曜日

『節分』

「豆まき と 簡易健診 」

「季節を分ける日で、みんなが健康で幸せに過ごせるように願って、悪いものを追い出す

日」きちんとした意味や由来はわからないですが、とにかく『豆』を投げまくる日です。自宅ではなかな
かしなくなりましたが、ひまわりでは毎年『豆』投げまくってます（笑）毎年そうですが「おにはそと」
で豆を使い果たしちゃいます「ふくはうち」もお願いします。
豆まきが終わってから春の簡易健診でした。嘱託医の『李クリニック』の李先生がひまわりまで診察に
来てくれます。血圧が少し高くなってきたかな、体重が昨年に比べて増えてきたかな、薬はちゃんと飲ん
でるかな・・歳を取るにしたがってどこかしらが悪くなってきます、みんなそうです。
でも、診てもらう事によってちょっとでも身体のことを気にして、気を付けようと思う。
とりあえず『現状維持』を心掛けましょ～♪しかし、『李先生』の車・・かわいいなぁ♪
2020年2月15日土曜日

「ハートを描こう♪ 」

『とのむら茂一』先生による絵画教室の日、バレンタインには一日遅れですが『帽子にハートを描いてみよう』をテーマに各
自それぞれ自分の思い描くハートを描いていく。毎回参考にと色々なサンプル画像や写真を置いておくのですが、最終はオリジ
ナリティ溢れる作品が沢山誕生します。帽子に描くといった思いつかないキャンパスに戸惑い、喜び、ビックリし、笑顔と笑い
声が絶えない絵画教室となりました。
今回、堺市美原区にある『ワークセンターつつじ』の職員さんも見学に来られました。
つつじさんには２０年ほど前に一度ひまわり作業所も見学に行かせて頂きました。その頃から陶芸に力を入れていて迫力ある作
品を見せて頂いた思い出があります。いずれコラボしてイベントができればいいなぁ～。

～ 活動報告 ～
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2020年2月29日土曜日

「買い物行こう会 」

正しい情報がなんなのか、目に見えない小さい小さいウイルスで世界が混乱しています。
マスクがない、消毒液もない、トイレットペーパーやティッシュまで品薄になり、学校まで休校、「ひまわ
りさんは休みにするの？」と聞かれます。両親が働かれている利用者さんもおられます、ご両親も亡くなり、
たった一人でおられる利用者さんもいます。可能な限り閉所はさけたいですし、いつもと変わらない状況を
作って行こうと思っています。重たい空気の中ですが気分転換とチラシ掲示のお願いを兼ねて『買い物行こ
う会』を開催しました。小雨も降っていましたが、マスクもして準備万端！買いものに寄ったスーパーでは、
補充されるとすぐに無くなっていくトイレットペーパー、十分な在庫はあると聞きますが、見ると不安にな
りますね。
普段食べるおやつと保存食を少し買って、ひまわり作業所で開催するイベント『造形展』のチラシを掲示
してもらうお願いをしてきました。本当に早く収束することを願うばかりです。
2020年3月3日火曜日

「災害・緊急時伝言シール 」
期間限定ではありますが新しい仕事が入ってきました。
『災害・緊急時伝言シール』というもので、年々増加傾向にある災害に、自身の安否をどうやって人に伝
えるか、このシールを情報伝達手段として使っていこうというものです。
大変な経験をし、不具合や困ったことを次はどうすればいいか、アイディアを出し、それを行動に移し、
賛同し、助け合い、実行していく。松原市にある障がい者福祉施設の利用者さん達が一生懸命に封入作業
をやりました。協力できることに誇りを持てるお仕事です！
2020年4月11日土曜日

「造形展最終日」

令和２年４月７日から新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「緊急事態宣言」が発せられました。新型コロナウイル
スの猛威が収束する気配が見えません。毎日のニュースやピリピリとした周りの雰囲気で気が滅入ってしまっている利用者さん
もいます。自主的にお休みされている利用者さんもいます。ひまわりでも毎朝の消毒作業や換気、マスクの着用と手洗い消毒と、
今まで以上に気を使い時間をかけています。本当に早く終息してくれることを願うばかりです。
そんな張り詰めた中『森俊雄

造形展

“むしのうたげはるがきた”』が本日無事終了いたしました。残念ながら11日（土）の

同時イベントは中止延期になりましたが、開催中には森さんの神秘的な鮮やかな世界をのぞきに来てくれた方々が「おぉ～！」
と歓声を上げていて、本日見に来てくれた方も「今日のイベント楽しみにしてたんです」と言ってくれました。
新型コロナウイルスが終息して“新”森俊雄造形展が開催できるように頑張ります。

～ 活動報告 ～
2020年5月14日木曜日

ひまわり通信 2020年夏号

「パン屋さんきたでぇ～ 」

毎週木曜日のお昼休みには『出張パン屋さん』が来てくれます。「パン屋さんきたでぇ
～」の利用者さんの声が響き、みんな財布を握りしめて駐車場へ向かいます。「この間、こ
れを食べたけどおいしかったよ」「じゃこれ♪」平和な以前と同じ時間が流れていました。
2020年5月20日水曜日

「まっかっか！ 」

新型コロナウイルスも怖いですが、このところの地震の多さも怖いです。感染対策をしながら
の避難、果たして可能なのか・・ひまわり作業所も福祉避難所として可能なのか・・
気持ちが沈んでしまうような事は置いておいて、今日は『いちご狩り』にご招待頂きました。
久しぶりに作業所以外に出ての活動、数名だけの参加になりましたが楽しいひと時になりました。
作業所で待っているみんなの為に、エッサホッサと甘酸っぱいいい香りの中、沢山の真っ赤な美
味しそうなイチゴを採ってきましたよ。
休憩時間に皆で頂きました。本当にありがとうございました。
2020年5月23日土曜日

「初めて

懐かしい

おいしい 」

決算理事会の時期です。新型コロナウイルスの影響がなければ、理事・監事が集まって話し合うのですが、今流行の『オンライ
ン会議』を初めて試みました。なんとかかんとか理事会も終了し、オンライン出席の監事さんとモニター越しで遊ぶ（笑）
ひまわり作業所も土曜日開所で余暇日ですが『買い物行こう会』も開催できないし、いつもの『カラオケ』『ゲーム』ではあき
てくるし、ということで『懐かしのビデオ鑑賞会』を開催！２０年ほど前のひまわり作業所の旅行や運動会の懐かしいビデオをみ
んなでヤイヤイ言いながら鑑賞しましたよ。その中で、今の社会福祉法人ひまわりとなった大きな催し『ひまわり作業所チャリ
ティー絵画展』の映像が！みんな若い・奇麗？・かわいい？・髪の毛がある（笑）その時に生まれた『ガッキーズ』作詞作曲の
『ひまわり』をみんなで歌っている姿には感動でした。お昼ご飯には『ふぁいみぃる』さんの『９マス弁当』をみんなで頂きまし
た。安いし超おいしいおススメのお弁当です♪皆さんも是非食べてくださいね

2020年5月29日金曜日

「マッサージ」

お久しぶりの『あしもみマッサージ』です。『出張施術 にじのわ』さんに来て頂き、自粛生
活のストレスで冷えた足、凝り固まった足を優しくもみほぐしてくれました。ポカポカと血行
が良くなり施術後は体温が上がるので検温して少しドキドキしましたが（笑）
また、作業中や余暇活動で音楽を聞いたり、映画を観たり、おしゃべりをしてみたりできる
ように『Amazon echo』を導入しました。「アレクサ～
【わかりました

◇◇の歌をかけます】

「全然違うがな

誰の歌やねん（泣）」みんな大笑い♪

〇〇の音楽かけて～」

～ 活動報告 ／ 決算報告 ～
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2020年6月6日土曜日

「顔を描こう♪ 」
新型コロナウイルスの影響で４か月ぶりの『とのむら茂一』先生による絵画教室
未知のウイルスで自粛の中、人に会えなかったり、テレビでも笑顔で見れる番組が少なくなっている日々、そんな人との繋がりが
少なくなってきている状況の中、今回のテーマは『顔』を描こう！でした。各々事前に描こうと考えていた『顔』、好きなキャラ
クターや芸能人、アイドルや家族の『顔』、最近話題の偉い方達も（笑）
久しぶりの絵画教室でしたし、色んなイベントも中止になり、なかなか外部との交流も出来なかったので、みんな楽しそうにワ
イワイ賑やかに描いていました。

令和元年度 決算報告
勘定科目

予算( A)

就労支援事業収入
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業収入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収
入 経常経費寄附金収入

備考

23,439

46,000,000

46,627,653 △

627,653

120,500

99,500

200

受取利息配当金収入

差異( A) -( B)

976,561

220,000

261 △

61
504,775

事業活動収入計( 1)

47,220,200

47,724,975 △

人件費支出

27,896,000

27,945,398 △

事業費支出

4,556,000

4,368,765

187,235

6,351,500

6,205,188

146,312

支 事務費支出
出 就労支援事業支出

支払利息支出
事業活動支出計( 2)
事業活動資金収支差額( 3) =( 1) -( 2)
支 設備資金借入金元金償還支出
出 施設整備等支出計( 5)

施設整備等資金収支差額( 6) =( 4) -( 5)
そに
のよ
他る
の収
活支
動

決算( B)

1,000,000

△

その他の活動資金収支差額( 9) =( 7) -( 8)

当期資金収支差額合計( 11) =( 3) +( 6) +( 9) -( 10)

988,001

11,999

300,000

280,953

19,047

40,103,500

39,788,305

315,195

7,116,700

7,936,670 △

819,970

4,400,000

4,284,000

116,000

4,400,000

4,284,000

116,000

4,400,000 △

4,284,000 △

116,000

0

支 積立資産支出
出 その他の活動支出計( 8)

予備費支出( 10)

1,000,000

0

収 その他の活動に よ る 収入
入 その他の活動収入計( 7)

△

49,398

0
0

0
0

200,000

203,520 △

3,520

200,000

203,520 △

3,520

200,000 △

203,520

3,520

0
2,516,700

0
3,449,150 △

前期末支払資金残高( 12)

31,587,685

31,587,685

当期末支払資金残高( 11) +( 12)

34,104,385

35,036,835 △

932,450
0
932,450

おちつけるばしょ
新型コロナ関連の連日のニュース、明日には「ウイルスの特効薬が開発
されました！」と報道されるのではないかと思いながら布団に入るのです
が、朝から「感染者数が増えました・・」と気が滅入る報道ばかり、どう
なっていくんでしょうか・・
ひまわり作業所では、数名の利用者さんが通所自粛の判断をし自宅待機
されていました。その間、毎日、体調確認と困った事がないか、ご家族の
状況を電話で聞いています。笑顔で元気よく少しでも気持ちが楽になるよ
うにを心がけて・・通所されている利用者さんも普段とあまり変わらない
状況で過ごしてもらっています。毎日の消毒作業や制限させて頂く事、ま
だ少し寒い日もありました、これからはジメジメ蒸し暑い季節です、一日
ずっと換気もして我慢して頂く事もありますが、ひまわりにくればみんな
笑顔で元気にしています。外部との接触も極力避け、作業中もマスクで頑
張って作業もこなしています。お花見も行けなかった・・グランドゴルフ
もなくなった・・絵画教室も・・楽しみにしていた造形展も・・でも、み
んな愚痴も言わず笑顔です。
そんな中、造形作家『森俊雄』さんがひまわりのみんなへメッセージを
残してくれました。『出張施術 にじのわ』さんもハンドマッサージで使っ
ておられるオイルをみんなに持ってきてくれました。『いちご狩り』にも
ご招待して頂きました。地域に根ざすとはこういったことなのかな・・み
んなが助け合って励ましあって・・ひまわり作業所には『モッコウバラ』
が咲き乱れていました。とても大きく見事に育っています。

ショップひまわり営業再開のお知らせ
いつも『ショップひまわり』をご利用いただきありがとうござい
ます。 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染拡大を受け、
臨時休業させていただいておりましたが、 ６月１日(月)より営業を
再開させていただきます。
色とりどりのお花も入荷して、皆様のお越しをお待ちしておりま
す。 どうぞよろしくお願いいたします。

見 本

※こちらを切り取ってお持ちください。
※１００円程度の雑貨になります。
（令和２年７月末日まで有効）

