2021年夏号
〈表紙絵〉 西岡 美華

梅雨入りし、蒸し暑くうっとうしい季節です。そんな中、雨だからこそ美しく感じる紫陽花や瑞々しい草木を見て楽し
むのはいかがでしょうか。
コロナ禍の中、オリンピック・パラリンピックが開催されます。私にとって日本で2回目のオリンピック・パラリン
ピックです。昭和39年10月10日、昨日のことのように覚えています。当時、私の父は病気で余命3ヶ月と言われ自宅で
療養していました。走り幅跳びが大好きで、苦しい中テレビを見ていました。そして12月に48歳で亡くなりました。オ
リンピック・パラリンピックを見ることは楽しみですが、何か複雑な心境で見るだろうと思います。選手の皆さんには、
コロナ禍で疲弊している全世界の人々に元気を届けて頂けるように全力でがんばってほしいです。
また、昨年から新型コロナウイルス感染拡大防止のため緊急事態宣言がたびたび発令され、もうすぐ解除されるとは思
いますが、その後が心配です。
皆様ワクチンは打たれましたか？我が家は3人とも1回目が終わりました。若い人ほど熱が出たりするそうですが、な
ぜか主人だけ熱が出ました。娘も何事もなく元気でおります。腕が痛いとか熱が出ると思うと大変そうですが、コロナに
かからない為にも、2日間ほどの我慢で終わるならその方がありがたいです。若い人たちも早くワクチンが打てれば感染
者も少なくなるでしょう。早くワクチン接種が終わって感染者が減り、皆で会話したりランチに行ったりできるようにな
るよう願っています。次の通信で嬉しい報告が出来ることを心待ちにしています。
ワクチンを打ったからと安心せずに、もうしばらくはマスクや手洗いをして、外にはなるべくでかけない様にがんばり
たいです。家族の中では私が一番外出するので気をつけて、元気でまた皆様に会える日を楽しみにしております。
最後になりましたが、今回、障がい者施設の利用者と職員が優先してワクチン接種を受けられるよう、行政を始めたく
さんの方にご尽力いただきました。本当にありがとうございました。この場をお借りしてお礼申し上げます。

（理事長） 徳田

『たかはしあすか絵画展』
関係者しか観れない夜の雰囲気

町子

～ 活動報告 ～
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2021年2月2日火曜日

「健診 と 豆まき」
『李クリニック』の李先生が来てくれての『簡易健診の日』

血圧測定や問診、変わった事がない

か、気になる事はないかを一人一人聞いてくれます。李先生が帰られてから『豆まき』をしました。
124年ぶりとなる2月2日の『節分』危うく明日（3日）に豆まきを予定してました。
フェイスガード越しの鬼さんが３人、いい鬼っぷりです♪

今年は『鬼殺隊』の方達も駆けつけて

くれたみたい（笑）コロナ対策で食べる用の豆もまいたので、例年以上のまきたい放題！
「鬼は外！コロナも外！」みんな楽しそうです。今年は“鬼”達も「コロナ～外！！」でまきました。
鬼より怖い“コロナウイルス”早く終息してほしいですね。でも・・掃除が大変でした（泣）
2021年2月13日土曜日

「初めての試み」
イベント用に『缶バッチ』が作れる機材を導入しました。地域の子供達と一緒にバッチを作ったり
できればいいなぁと思っていましたが、自主製品としても作れるのでは？と考えました。画家『と
のむら茂一』さんへ自身の作品を『缶バッチ』にしてみてはどうですか？と投げかけてみると「知
り合いの画家さんにも聞いてみます」とご紹介くださり、画家の『たかのさき』さんからご注文を
頂き、ご自身の作品『あまびえ』様を『缶バッチ』『キーホルダー』にさせて頂きました♪
ご提案させて頂いてからの初めての注文、きちんとした物ができるか、喜んでいただけるか、商品
として成り立つのか不安もいっぱいでしたが、キレイな『あまびえ』様の絵が素敵な『缶バッチ』
となりました♪

ご注文ありがとうございました。

2021年2月27日土曜日

「キャンバスへ」
『とのむら茂一』先生による絵画教室【今年一年の抱負を描こう！】に挑戦で、初めて【キャンバス】へ描いていきます。画用紙と
は違い目の前にキャンバスを置かれると画家さんになった気分？描く姿、描き切った姿もいつもと違い『画伯』です（笑）描かれた
作品達をイーゼルに乗せてみると雰囲気が一変します。真っ白なキャンバスに色彩豊かな個性あふれる作品が完成しました。

～ 活動報告 ～
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2021年3月13日土曜日

「避難訓練」
今回は、例年通りの火災での避難訓練に加え、水害や地震での避難場所までの避難誘導と避難
経路確認を含めた訓練を行いました。日中活動中の緊急避難、要配慮利用者が多いひまわりで
職員配置は？誘導は？利用者自身で避難の場合は？どこが怖かった？避難場所は分かった？
やってみて職員はもちろん、利用者さんも分かったことがあったと思います。
走れば２～３分で着く場所が、要配慮者含め数十人で避難すると１５分程度かかります。
災害が起こった場合の避難となると、もっとかかるかもしれません。
来年度は、実際に備蓄している『非常食』を作って食べてみる訓練もしようと思います。
2021年3月16日火曜日

「 看板

完成！」

新年度が始まる“春”に向かい、新たな気持ちを、新たな試みを、新たな看板を！
『ひまわり作業所』『ショップひまわり』の看板が完成しました♪
「ちゃんと付くかな・・」と不安なつぶやきをしながら『 zakka屋door』の店長さんが老体に
鞭を打ち？設置してくれました。真っ白な壁面に映える看板！超いいじゃないですか～♪
『 zakka屋door』の店長さんありがとうございました。
2021年3月27日土曜日

「食おう会」
テーマは『パン』

みんなどんな『パン』を持ってくるか楽しみにしていました♪

菓子パン・手作りパン・手作りパンのように見せかけた市販のパン（笑）・一人でこんなに食
べるのか？パン・牛乳浸しパン・ちょっと高級パン、等々
みんな思い思いのパンを用意して、それをほおばる♪日頃何気なしに食べているパンもちょっ
としたイベント感覚で食べると面白いものですね。
2021年3月30日火曜日

「お花見」
『お花見』に行ってきました。昨年は新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言が発令
されていた為、ひまわりでのお花見は中止になりましたが、今年は感染対策をとりながら春の
訪れを感じに行ってきました♪今回初めて『今池水みらいセンター』へ
広くて景観も良く桜もいっぱいでみんな喜んでいました。帰ってきた利用者さんの車いすから
ヒラヒラと桜の花びらが舞い落ちるのを見ると気分が高揚しますね♪

～ 活動報告 ～
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2021年4月11日日曜日

「みんなおもろい」
晴天に恵まれて『たかはしあすか絵画展』【みんなおもろい】の最終日となるイベン
トが開催されました。コロナ禍で感染対策を万全にし、時間も短縮となりましたが、
久しぶりとなるイベントで楽しい時間を過ごすことが出来ました。
『たかはしあすか』さんの、絵本の中から飛び出てきたようなカラフルなウキウキす
るような“作品”を観覧された方達は、みんな笑顔で楽しそう♪『たかはしあすか』さ
んの“絵本読み聞かせ”も、遊びに来た子供達も熱心に聴き見入っていました。 “ちょ
こっと縁日”も、みんな楽しんで頂く事が出来ました♪『ショップひまわり』の“手作
り商品”” お花”も、通りがかりの方達も立ち寄って頂く事が出来ました。初めての試
み『松原まちかど本箱』主催“絵本交換会”これをきっかけに知って頂く事ができれば
嬉しいです。いつもイベントでお世話になっている『sousou』さんの“ラー油””ケー
キ”もすぐに売り切れ。 “絵画展”の原点となる『とのむら茂一』さんの作品【生き
る】 に足を運んだ方達も、迫力に感動されていました。本当に楽しい充実した時間
を過ごすことが出来て、関わった皆さんが笑顔で「楽しかったです♪」「また、やり
ましょうね♪」と声をかけて頂きました。是非、また開催したいです♪
2021年4月22日木曜日

「1st birthday message」
【ダウン症児を育てるママに希望を】１２人のママが、我が子が１歳の誕生日につづったメッセージを１冊の本にして届けたい！
『クラウドファンディング』で出版になった“本”です。イベントでお世話になっている『sousou』さんのsnsで知り、連絡をとる
とすぐに手配して送って頂きました。長年障がい者施設で働き、その中で沢山の利用者さん、ご家族さん達と関わってきました。
ひまわり作業所は早くても１８歳からの利用になり、それ以前の状況は書面やお話しでしか知り得ません。
皆さん元気で笑顔ですが、弱音を吐かれることもありましたし、愚痴もいっぱい聴きました。でもみんな前を向いて歩んでいます。
安心して過ごせる未来を、安心して送り出せる未来を、方法や求め方はそれぞれ違うかもしれませんが、目指す所はみな同じだと
思います。当事者じゃないと分からない感情や恐怖があるでしょうが、共感し協力し寄り添うことはできます。
我々が携わって出来る“未来”を少しでもお手伝いできればと思います。皆に読んでもらいたい“本”です。

2021年5月31日月曜日

「あしもみ」
緊急事態宣言が延長になり、みんなの緊張感の持続が難しくなってきて
います。梅雨の時期も早まり気候の変動で、体調不良で熱が出る利用者
さんも出ます。そんな中でも、みんなの体調が少しでも良くなれば、
日々の緊張感が和らげばと『出張施術 にじのわ』さんが来てくれます。
以前のようにみんなとお話をしながら笑いながらといった事も難しい中、
いつも笑顔で対応をしてくれて感謝です。みんなの笑顔がマスク越しに
も伝わってきます♪

いつもありがとうございます。

～ 活動報告／ 決算報告 ～
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2021年6月3日木曜日

「ヒマワリの種」
３年ぶりに『福島ひまわり里親プロジェクト』のご協力ができました。
復興のシンボルとして『ひまわり』を植えよう！という活動、ここ数年は植えるスペースもなく断念
していましたが、今年は『篠本さん』にご協力を頂き、畑にひまわりスペースを頂き植えることが出
来ました。外に出て“土”を触って身体を動かし、お日様を浴びてよい気分転換も出来ました。170粒
程の『福島ひまわりの種』ここまでたくさん植えたのは初めてです。沢山の大輪のひまわりが咲くこ
とを楽しみにし、このコロナ禍の中、見て通る人たちへ元気を分けてくれることを願っています。
2021年6月5日土曜日

「レトルト」
本日は第３回目となる『食おう会』で、テーマは【レトルト食品】
持ち寄った食品はやはりカレーが多いですね♪

定番のやつ、見たことない

やつ、マジで旨そうなやつ、高そうなやつ、ホカホカの白いご飯の上にかけ
ていきます。完食でした！
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～ 特集 店舗情報 ～

松原市で障がいを持っている方や体の不自由な方へ“トレーニング”
を提供されているジム♪

もちろん一般の方も大丈夫！

【場所・連絡先】
〒580-0032
松原市天美東7-6-12 7丁目ビル1F
TEL/FAX：072-294-6969

ひまわり作業所の利用者さんも楽しんで通っています。
障がいを持っているけど運動できる？思うように身体が動かなく
なってきた。ムキムキになってモテたいぜ！

【店舗情報】
〇 完全予約制のトレーニングジム
〇 初心者、運動に不慣れな方、高齢者、
障がい者などを対象にしている
〇 事前に身体状況や運動の目的など
カウンセリングを行い、個人にあ
ったトレーニングメニューの作成
や指導を行っている
〇 少人数なので、お客様1人1人に声
をかけやすく、マンツーマン指導
もできる

一度『楓ジム』の門を叩いてみてはどうですか？

感染拡大防止対策を行いながら
営業しています

【営業時間】
月・木
9:30〜20:00
火・金
13:00〜17:30
水・土
9:30〜17:30

～ Gallery 俺の写真

by谷岡

～
お花見ついでに撮りました

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３年７月末日まで有効）

※土曜は、主にマシン移乗や運動のサ
ポート（身体介助）が必要な方が優先
的に利用している
【休日】
日曜、その他

