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新年度がスタートし、キラキラ眩しいスタートをきっていると思います。昨年度は新型コロナに負けることなく、
それぞれの事業所で趣向をこらし、さまざまな取り組みをしてきたと思います。今年度はどんな取り組みが繰り広
げられるのか、今から楽しみです。一年間、頑張っていきたいと思います。　　 （N.N.）

Ⅰ 三役会を開催しました
参加者：村瀬会長、眞鍋副会長、松井副会長、一杉相談役、森調整役
日　時：2022年3月25日　15：00～ 16：00
場　所：Web（ZOOM)

議題と決定事項
議題１ 3月24日現在の会費納入状況について
 321会員 1,409,000円(2020年度実績 351会員 1,520,500円)

議題２ 推進協代議員総会の開催形式と議案について
・開催形式：書面

  代議員総会議案
  議案第1号：2021年度事業報告及び決算報告について
  議案第2号：2022年度事業計画（案）及び収支予算（案）について
  議案第3号：2022年度役員（案）について
  報告１：イオン 幸せの黄色いレシートキャンペーンについて

議題3 年会費の在り方について
・変更案を作りアンケートをとる

議題4 新年度役員の人選について
・職員部会以外の役員について、各部長に打診する

Ⅱ　会費納入のお願い
「光友会五つの輪」の考えに基づき、下表のように分類させていただいております。どの部会に所属され
ているか、ご確認の上、納金していただくようお願いいたします。

所属先金額口数所属先の説明

P1　発達支援センター リエール誕生　｜　P2　あーいえばこーゆーかい
P3　新人紹介　｜　P4　イキイキチャレンジ発表大会
P5　メイヴ（ぶどう）植樹祭を開催　｜　P6～ 8　事業所だより　｜　P8　推進協だより

所 属 先 金　額 口数 所属先の説明
利 用 者 部 会 500円  ー 光友会の施設を利用されているご本人
家 族 部 会 6,000 円 3口 通所で利用されている方のご家族
家 族 部 会  10,000 円 5口 入所されている利用者のご家族
職 員 部 会 2,000 円 1口 光友会職員
役 員 部 会 6,000 円 3口 光友会役員および評議員
市 民 部 会 2,000 円 1口 利用者部会、家族部会、職員部会、
役員部会以外の光友会事業推進協議会員
法 人・会 社  10,000 円 5口 光友会以外の法人や企業
口座番号：００２６０－２－４９４８６（赤色郵便振込用紙）
口座名義：光友会事業推進協議会 ）森／当担（００５１－８４－６６４０：せわ合い問お
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2022 年 4月開設！2022年 4月開設！
発達支援センター　リエール誕生

2022年 4月開設！
発達支援センター　リエール誕生

　成人の知的障害、自閉症、発達障害に専門特化した新規の
生活介護事業所の設置が神奈川県から認可されました。ナイ
トケアセンター棟 1 階にて 4 月から運営開始していきます。
養護学校卒業後の進路として利用ニーズの高い生活介護事業
所を専門性に応じた障害種別ごとに湘南希望の郷ケアセン
ターと発達支援センターリエールに分かれて運営していきま
す。生活介護事業所を複数運営することで、多様な障害特性
をお持ちの利用者に合わせた支援内容の提供を行なっていき
ます。支援の軸としては、適切な評価に沿って個人個人の課
題に応じた支援の提供をしながら生活の質を高めていけるよ
う本人、家族、職員、他機関通じて多角的な視点で支えてい
きます！　　　　　　　　　　　　　　　　　　尾上　義和

発達支援センターリエール
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　過日、私は新聞広告で久し振りに
樋口恵子の『老いの知恵袋』という
著書を見つけて買い求め読破した。
　内容は昔の樋口恵子氏の表現その
もので中々読みやすい。
“あっぱれ、ころばぬ先の杖（知恵）”
とか“「金持ち」より「人持ち」でハッ
ピーに”とか、本当に全てを“ネガティ
ブ”から“アクティブ”に変えてし
まう彼女の発想は小気味よく、独り
で笑ってしまう。
　88のエッセイの中、79番目に「じ
じばば食堂」がほしいと云うタイト
ルを見つけた。
　－食・職・触－の「３しょく」は
元気の源というサブタイトルがつい
て。そして高齢者に必要なのは「３
しょく」付お値打ちコミュニティ、
という。
「『食』『職（仕事）』『触（コミュニケー
ション）』が地域社会で叶えられる事
が理想です。出来れば、高齢者が歩
いていける距離内に『子ども食堂』
だけでなく『じじばば食堂』も出来
て欲しいですネ。それも出来るだけ
いろいろな人に開かれた食堂、みん
なで食べると『食』が『触』にもつ
ながります」とある。
　又、「例えば『じじばば食堂』で
60 代、70 代の元気なシルバー世代
が配膳等を行えば 『職』の場ともな
る。そうなれば『食』『職』『触』の
そろい踏み。早くそういった取組み
がほしいですネ。」となっている。
　今、独り暮らしが急激に増加して
おり、孤食の問題が拡大している。
何人かが集まって、皆で笑談しなが
ら食事をすれば、どんなに楽しいだ
ろう。（今はコロナで難しいかも知れ
ないが…）そんな皆で笑えて愉快な
場づくりをしたいとつくづく思う。
　周りの皆さん、こんな考えにご賛
同頂けますでしょうか？
　是非“お茶飲み会”からでも始め
てみませんか？

理事長　五十嵐　紀子

湘南希望の郷ケアセンター
避難訓練の実施
　2月に実施したのは火災を想定した避難訓練です。職員一人ひとりが、いつ、誰が、
何を持って、どのような動きをするのか訓練を通し頭と身体に染み込ませるようイメー
ジをしてもらいながら行いました。また日頃の防災グッズの点検や（消火器にも使用機
期限があるんですよ^^）、防災食料の賞味期限などの確認、車椅子の方をどのように一
階まで安全に避難することができるかを検討していきながら実施をしました。避難訓練
の時だけでなく、日頃から車椅子の方にはどのような避難経路が確保できるか精査して
みようとの課題が挙がりました。今後も改善しながら訓練を継続して参ります。

湘南希望の郷ケアセンター　石井健太

湘南台地域包括支援センター

社会体験
今年度の社会体験は「遊園地」と「いちご狩り」を行いました。「ジェットコースター」「く

るくる回転」「エアートランポリン」を設定しました。どの設定も楽しく子どもたちは大
喜びでした。「ジェットコースター」は、ビックサンダーマウンテンのようにキラキラの
光の中を箱車で走り、また、「エアートランポリン」は深いトランポリンにボールが入っ
ており、ボールと一緒に跳んだり跳ねたり潜ったり、「くるくる回転」はコーヒーカップ
のように回転して遊びました‼いちご狩りは、子ども達が作ったいちごに「いちごのディ
フューザー」をつけ匂いも楽しみながら行いました。 しいの実学園　野間紀子

介護予防教室「元気サロン」
地域の高齢者を対象に月2回湘南台公民館で介護予防教室「元気サロン」を開催してい
ます。講師の指導により、ストレッチ体操、コグニサイズ、セラピーヨガ、太極拳、音楽
療法などを実施しています。コロナ感染症対策として、マスク着用、検温、手指消毒を行い、
人数制限で、距離を空け、大声を出さないなどの制約の中で行っていますが、外出の機会
が減った高齢者は健康づくりと交流の場として、皆様楽しそうに参加されています。

湘南台地域包括支援センター　山口圭子

3月お誕生日会・ひな祭り
3月18日『3月お誕生日会・ひな祭り』夕食会を開催しま

した。職員手作りの “特別食” でお祝いです！ 入居者の皆さ
んは朝から「何時にお祝い？」「お誕生日の人は誰かなぁ？」「メ
ニューは何だろう～？」など、とてもワクワク楽しみにされ
ていました。17時30分お待ちかねのお祝いがスタート‼ 3月が誕生日の２名の方をケーキとバースデーソングでお祝
いしました。その後は『ひな祭り夕食会』です。カレーピラフ・ハンバーグ・エビフライ・ポテサラ・オニオンスー
プと… 愛情たっぷりボリューム満点！普段、あまり食の進まない方もたくさん召し上がり、「ハンバーグ美味しかっ
たー！」「エビフライ大きい！」「スープがおいしい～おかわりしたい！」などなど・・・笑顔いっぱい、お腹がいっぱい
の大満足の夕食会となりました！ 湘南あっとほーむ・ひだまり　高橋昌弘

湘南あっとほーむひだまり

行事食で豪華ディナー
　2月3日の節分と3月3日の桃の節句で、ライフ湘南の恵方巻とちらし寿司を皆さんに
召し上がって頂きました。「ボリュームがあって嬉しい！」「イクラが入ってる！豪華だぁ‼」
等の声が上がり、皆さんとても満足されてました。外出・外食が制限された中での季節感
を感じていただきました。　この度サンライズでは2月の上旬から5ホーム中3ホームで
コロナの陽性者が出てしまいました。寒川事業所と神奈川ワークショップの協力もあって
乗り越える事が出来ました。改めて感謝です！ 藤沢サンライズ　近藤洋嗣

サンライズ
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金石　剛
①鴨川シーワール
ドにいるシャチ
のラビー

②あと５年で定年
なんです

斎藤　匡
①お取り寄せで猪
鍋を食べること

②エレキギターを
弾く人なんです

和田　留美子
①ヘイデイという
ゲームで農場を
運営すること

②バックパッカー
だったんです

山本　彩夏
①昔のドラマや映
画を見ること
②ペーパードライ
バー半年なんです

①90年代のＪ－Ｐ
ＯＰとドラマ

②ライブやフェス
がすきなんです

小原　望

佐藤　由紀子
①人生、いかに楽
しく過ごすか考
えること

②ウクレレ修行中
　なんです

新田　昌幸

太陽の家運営管理室

①２５０CCのス
クーターでツー
リングに夢中

②日本酒好きなん
です

太陽の家しいの実学園

木村　千春
①ちょっぴりお高
いケーキを食べ
ることです

②マーチングバンド
部だったんです

太陽の家しいの実学園

吉野　まき子
①うずら卵漬けを
色々なバージョ
ンで作ること

②漫画を読むのが
大好きなんです

太陽の家しいの実学園

石黒　夏帆
①辛い食べ物にハ
マっています

②絶叫系が大好き
なんです

太陽の家しいの実学園

田邉　聖也
①ミッフィーのガ
チャガチャ探し

②スイーツ男子な
んです

太陽の家しいの実学園

高松　栞
①YouTubeの
ASMRを聞くこと

②方向音痴なん
です

太陽の家藤の実学園

中川　直重
①音楽アプリで懐
メロを聴くこと

②テニスボーイ
だったんです

鈴木　玲奈

太陽の家藤の実学園

①目では見えない
ものを生き物と
分かち合うこと

②最高に運が良い
んです

いそご地域活動ホームいぶき

宮地　優美子
①穴場のレジャー
スポットさがし

②元ＴＤＲオタク
なんです

太陽の家藤の実学園

杉本　さくら
①毎日必ず甘い物
を食べることです

②バレーボール部
の部長だったん
です

いそご地域活動ホームいぶき

相澤　勇太
①釣りとプロ野球
観戦です

②辛い物好きなん
です

2022年5月

金石金
①鴨① 川
ドに
のラ

②あと
なん

斎藤小原 望

①今夢中になっている事
②実は私は○○なんです。
       or 
　○○だったんです。

新人紹介

いそご地域活動ホームいぶき
始めまして「いぶき支援室」です。
　いぶきの事業の一つである「磯子区基幹相談支援センター」が4月より新事務所に移転す
ることとなりました。移転先はいぶきのお隣のビル。皆さんにもわかりやすい場所への移
転となります。併せて５月中旬には「後見的支援室コネクト・ハート」も同じ場所に移転
します。２つの機能を兼ね備え「いぶき支援室」として新たな名称とともに一歩を踏み出
します。今まで以上に、地域の相談を担う中核として、障害福祉向上に取り組んでまいり
ますので、どうぞよろしくお願いいたします。新住所：横浜市磯子区杉田5-32-8
TEL：045（778）6635 いそご地域活動ホームいぶき　加古川昌子

神奈川ワークショップ

「春色ちらし」で春をお届けしました
3月3日に毎年恒例の「春色ちらし」弁当を販売させていただきました。

どうしたら綺麗に盛り付け出来るかな？ と注文を下さった皆様のお顔を思い浮か
べながら利用者の方と職員で心を込めて作らせていただきました。
　今後もライフ湘南では、コロナ禍でもお家で楽しめるイベント（商品）を企画し
ていきたいと思っております。皆様のご注文お待ちしておりま～す。 ライフ湘南　金本直子

花見気分で食事会
4月5日、ふくし村にキッチンカー 2台に来ていただ
き、昼食会を行いました。当日は、天候に恵まれ桜が
咲く外での食事会となりました。利用者の皆さん普段
と違う昼食となりとても楽しまれていました。初めて
の試みで職員も戸惑いましたが、皆様のご協力のもと
無事食事会を終える事が出来ました。当日ご協力頂きました、＋guard様・クレープくれよん様有難うございました。
　次回も利用者さんの笑顔が見られるような行事を開催したいと思います。 神奈川ワークショップ　高野英夫

地場やさい弁当！ 絶賛販売中！「マックスバリュ」参入‼
マックスバリュはイオングループが運営するスーパーマーケットで現在国内

740店舗を展開している大手の企業です。今回、事業所から徒歩5分のマック
スバリュ寒川中瀬店に寒川まち食堂のお弁当を販売させていただけることとな
りました。「地場やさい弁当」というネーミングの通り地域の野菜を取り入れま
す。地場野菜はマックスバリュにて購入し農家の方への地域貢献にもつながっ
ています。毎週水曜日11時から販売させていただいております。対面販売ということで利用者の方々もマックスバリュ
の店頭で接客できる喜びを感じています！皆様のご来店をお待ちしております‼ 寒川事業所　加藤亮郎

寒川事業所

ドライブ外出
　コロナ禍で「なかなか外に出られない！」「どこかに行きたい。」という入居者さんの声に応えたい！という思いから、
2021年度は、ドライブがてら２～ 3人の入居者さんを『あじさい号』に乗せて、広々とした公園などに赴き、散歩を楽
しむことになりました。里山公園、辻堂海浜公園などの公園でのお散歩を中心に、3月には、引地川親水公園に。満開に
咲いている河津桜の並木道を見上げながら、外の空気を思いっきり吸って、季節を感じる、気持ちの良い散歩時間を楽
しまれました。 湘南希望の郷　山崎千夏

湘南希望の郷

藤沢市太陽の家藤の実学園
駅伝大会を開催しました！
　3月4日今年度最後の全体行事となる駅伝大会を八部公園野球場にて、2回に分
けて開催しました。コロナ禍の中での開催となりましたが、天候にも恵まれ、皆
さんコロナに負けない走りで、それぞれ野球場の広さを堪能し、楽しまれている
様子でした。感染症対策の一環とし、今年度も襷を使用しない事としましたが、
皆さんの心の襷がアンカーまでしっかりと繋がっていました。来年度もたくさん
の思い出を作っていきたいと思います！ 藤の実学園　猪狩千弥

発達支援センターリエール

発達支援センターリエール
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　昨年度は、新型コロナウイルス感染拡大の影響で開催できなかった「イキイキチャレ
ンジ活動発表大会」をWEBによる発表に変更し、職員が集まって発表する大会方法から、
事前に発表を録画しその動画を視聴する形式の発表としました。
今回は6事業所が選出され、各10分程のプレゼンテーションの中で、業務機能のレベル
アップの成果について発表がされました。地域農園との連携により利用者さんの工賃アッ
プに繋げた「寒川事業所」がKSM大賞・イキイキ大賞の2賞を受賞し、「湘南あっとほーむ・
ひだまり」が、権利擁護の意識の高め方などの取り組みが評価され、チャレンジ大賞受
賞となりました。　また、五十嵐理事長より、コロナ禍の大変厳しい中での活動に敬意を
表され、3賞の他に特別賞の表彰を頂きました。

法人本部

チャレンジ大賞

太陽の家運営管理室総合相談支援センターいぶき コネクト・ハート

メイヴ（ぶどう）
植樹祭を開催
メイヴ（ぶどう）
植樹祭を開催

晴天に恵まれた３月19日、かわうそ農園にてブドウの植樹祭を行いました。
　御招待者の獺郷地区加藤農業委員、打戻地区井出農業委員、株式会社ショーナン田中
代表取締役、堀江様、法人役職員を代表して五十嵐理事長、落合理事、金子評議員をは
じめとする法人役職員、就労福祉部利用者様が鍬入れを行いました。
　光友会では、このたび藤沢由縁のワイン用ブドウ（品種名メイヴ）を育て、地域特産
のワイン造りを通じて地域社会の皆様と共に喜びを分ち合える場として「メイヴの郷」
づくりを目指す企画を立ち上げました。畑の手入れやブドウの収穫、そしてワインの醸
造、瓶詰、ラベル貼りなどには多くの人手がかかります。また、枝でクリスマスのリー
スを作ったり、葉を天ぷらにしたり押し花のはがきを作ったり、手作りの作品がいろい
ろできます。利用者さんと職員、そして地域の方々、各関係団体の有志の方々で力を合
わせておいしいワイン、ジュース作りを楽しみましょう。　　　　　　　　 清水　崇
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ひろがれ見守りの「わ」！
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金石　剛
①鴨川シーワール
ドにいるシャチ
のラビー

②あと５年で定年
なんです

斎藤　匡
①お取り寄せで猪
鍋を食べること

②エレキギターを
弾く人なんです

和田　留美子
①ヘイデイという
ゲームで農場を
運営すること

②バックパッカー
だったんです

山本　彩夏
①昔のドラマや映
画を見ること
②ペーパードライ
バー半年なんです

①90年代のＪ－Ｐ
ＯＰとドラマ

②ライブやフェス
がすきなんです

小原　望

佐藤　由紀子
①人生、いかに楽
しく過ごすか考
えること

②ウクレレ修行中
　なんです

新田　昌幸

太陽の家運営管理室

①２５０CCのス
クーターでツー
リングに夢中

②日本酒好きなん
です

太陽の家しいの実学園

木村　千春
①ちょっぴりお高
いケーキを食べ
ることです

②マーチングバンド
部だったんです

太陽の家しいの実学園

吉野　まき子
①うずら卵漬けを
色々なバージョ
ンで作ること

②漫画を読むのが
大好きなんです

太陽の家しいの実学園

石黒　夏帆
①辛い食べ物にハ
マっています

②絶叫系が大好き
なんです

太陽の家しいの実学園

田邉　聖也
①ミッフィーのガ
チャガチャ探し

②スイーツ男子な
んです

太陽の家しいの実学園

高松　栞
①YouTubeの
ASMRを聞くこと

②方向音痴なん
です

太陽の家藤の実学園

中川　直重
①音楽アプリで懐
メロを聴くこと

②テニスボーイ
だったんです

鈴木　玲奈

太陽の家藤の実学園

①目では見えない
ものを生き物と
分かち合うこと

②最高に運が良い
んです

いそご地域活動ホームいぶき

宮地　優美子
①穴場のレジャー
スポットさがし

②元ＴＤＲオタク
なんです

太陽の家藤の実学園

杉本　さくら
①毎日必ず甘い物
を食べることです

②バレーボール部
の部長だったん
です

いそご地域活動ホームいぶき

相澤　勇太
①釣りとプロ野球
観戦です

②辛い物好きなん
です

2022年5月

金石金
①鴨① 川
ドに
のラ

②あと
なん

斎藤小原 望

①今夢中になっている事
②実は私は○○なんです。
       or 
　○○だったんです。

新人紹介

いそご地域活動ホームいぶき
始めまして「いぶき支援室」です。
　いぶきの事業の一つである「磯子区基幹相談支援センター」が4月より新事務所に移転す
ることとなりました。移転先はいぶきのお隣のビル。皆さんにもわかりやすい場所への移
転となります。併せて５月中旬には「後見的支援室コネクト・ハート」も同じ場所に移転
します。２つの機能を兼ね備え「いぶき支援室」として新たな名称とともに一歩を踏み出
します。今まで以上に、地域の相談を担う中核として、障害福祉向上に取り組んでまいり
ますので、どうぞよろしくお願いいたします。新住所：横浜市磯子区杉田5-32-8
TEL：045（778）6635 いそご地域活動ホームいぶき　加古川昌子

神奈川ワークショップ

「春色ちらし」で春をお届けしました
3月3日に毎年恒例の「春色ちらし」弁当を販売させていただきました。

どうしたら綺麗に盛り付け出来るかな？ と注文を下さった皆様のお顔を思い浮か
べながら利用者の方と職員で心を込めて作らせていただきました。
　今後もライフ湘南では、コロナ禍でもお家で楽しめるイベント（商品）を企画し
ていきたいと思っております。皆様のご注文お待ちしておりま～す。 ライフ湘南　金本直子

花見気分で食事会
4月5日、ふくし村にキッチンカー 2台に来ていただ

き、昼食会を行いました。当日は、天候に恵まれ桜が
咲く外での食事会となりました。利用者の皆さん普段
と違う昼食となりとても楽しまれていました。初めて
の試みで職員も戸惑いましたが、皆様のご協力のもと
無事食事会を終える事が出来ました。当日ご協力頂きました、＋guard様・クレープくれよん様有難うございました。
　次回も利用者さんの笑顔が見られるような行事を開催したいと思います。 神奈川ワークショップ　高野英夫

地場やさい弁当！ 絶賛販売中！「マックスバリュ」参入‼
マックスバリュはイオングループが運営するスーパーマーケットで現在国内

740店舗を展開している大手の企業です。今回、事業所から徒歩5分のマック
スバリュ寒川中瀬店に寒川まち食堂のお弁当を販売させていただけることとな
りました。「地場やさい弁当」というネーミングの通り地域の野菜を取り入れま
す。地場野菜はマックスバリュにて購入し農家の方への地域貢献にもつながっ
ています。毎週水曜日11時から販売させていただいております。対面販売ということで利用者の方々もマックスバリュ
の店頭で接客できる喜びを感じています！皆様のご来店をお待ちしております‼ 寒川事業所　加藤亮郎

寒川事業所

ドライブ外出
　コロナ禍で「なかなか外に出られない！」「どこかに行きたい。」という入居者さんの声に応えたい！という思いから、
2021年度は、ドライブがてら２～ 3人の入居者さんを『あじさい号』に乗せて、広々とした公園などに赴き、散歩を楽
しむことになりました。里山公園、辻堂海浜公園などの公園でのお散歩を中心に、3月には、引地川親水公園に。満開に
咲いている河津桜の並木道を見上げながら、外の空気を思いっきり吸って、季節を感じる、気持ちの良い散歩時間を楽
しまれました。 湘南希望の郷　山崎千夏

湘南希望の郷

藤沢市太陽の家藤の実学園
駅伝大会を開催しました！
　3月4日今年度最後の全体行事となる駅伝大会を八部公園野球場にて、2回に分
けて開催しました。コロナ禍の中での開催となりましたが、天候にも恵まれ、皆
さんコロナに負けない走りで、それぞれ野球場の広さを堪能し、楽しまれている
様子でした。感染症対策の一環とし、今年度も襷を使用しない事としましたが、
皆さんの心の襷がアンカーまでしっかりと繋がっていました。来年度もたくさん
の思い出を作っていきたいと思います！ 藤の実学園　猪狩千弥

発達支援センターリエール

発達支援センターリエール

いぶき
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　過日、私は新聞広告で久し振りに
樋口恵子の『老いの知恵袋』という
著書を見つけて買い求め読破した。
　内容は昔の樋口恵子氏の表現その
もので中々読みやすい。
“あっぱれ、ころばぬ先の杖（知恵）”
とか“「金持ち」より「人持ち」でハッ
ピーに”とか、本当に全てを“ネガティ
ブ”から“アクティブ”に変えてし
まう彼女の発想は小気味よく、独り
で笑ってしまう。
　88のエッセイの中、79番目に「じ
じばば食堂」がほしいと云うタイト
ルを見つけた。
　－食・職・触－の「３しょく」は
元気の源というサブタイトルがつい
て。そして高齢者に必要なのは「３
しょく」付お値打ちコミュニティ、
という。
「『食』『職（仕事）』『触（コミュニケー
ション）』が地域社会で叶えられる事
が理想です。出来れば、高齢者が歩
いていける距離内に『子ども食堂』
だけでなく『じじばば食堂』も出来
て欲しいですネ。それも出来るだけ
いろいろな人に開かれた食堂、みん
なで食べると『食』が『触』にもつ
ながります」とある。
　又、「例えば『じじばば食堂』で
60 代、70 代の元気なシルバー世代
が配膳等を行えば 『職』の場ともな
る。そうなれば『食』『職』『触』の
そろい踏み。早くそういった取組み
がほしいですネ。」となっている。
　今、独り暮らしが急激に増加して
おり、孤食の問題が拡大している。
何人かが集まって、皆で笑談しなが
ら食事をすれば、どんなに楽しいだ
ろう。（今はコロナで難しいかも知れ
ないが…）そんな皆で笑えて愉快な
場づくりをしたいとつくづく思う。
　周りの皆さん、こんな考えにご賛
同頂けますでしょうか？
　是非“お茶飲み会”からでも始め
てみませんか？

理事長　五十嵐　紀子

湘南希望の郷ケアセンター
避難訓練の実施
　2月に実施したのは火災を想定した避難訓練です。職員一人ひとりが、いつ、誰が、
何を持って、どのような動きをするのか訓練を通し頭と身体に染み込ませるようイメー
ジをしてもらいながら行いました。また日頃の防災グッズの点検や（消火器にも使用機
期限があるんですよ^^）、防災食料の賞味期限などの確認、車椅子の方をどのように一
階まで安全に避難することができるかを検討していきながら実施をしました。避難訓練
の時だけでなく、日頃から車椅子の方にはどのような避難経路が確保できるか精査して
みようとの課題が挙がりました。今後も改善しながら訓練を継続して参ります。

湘南希望の郷ケアセンター　石井健太

湘南台地域包括支援センター

社会体験
今年度の社会体験は「遊園地」と「いちご狩り」を行いました。「ジェットコースター」「く

るくる回転」「エアートランポリン」を設定しました。どの設定も楽しく子どもたちは大
喜びでした。「ジェットコースター」は、ビックサンダーマウンテンのようにキラキラの
光の中を箱車で走り、また、「エアートランポリン」は深いトランポリンにボールが入っ
ており、ボールと一緒に跳んだり跳ねたり潜ったり、「くるくる回転」はコーヒーカップ
のように回転して遊びました‼いちご狩りは、子ども達が作ったいちごに「いちごのディ
フューザー」をつけ匂いも楽しみながら行いました。 しいの実学園　野間紀子

介護予防教室「元気サロン」
地域の高齢者を対象に月2回湘南台公民館で介護予防教室「元気サロン」を開催してい
ます。講師の指導により、ストレッチ体操、コグニサイズ、セラピーヨガ、太極拳、音楽
療法などを実施しています。コロナ感染症対策として、マスク着用、検温、手指消毒を行い、
人数制限で、距離を空け、大声を出さないなどの制約の中で行っていますが、外出の機会
が減った高齢者は健康づくりと交流の場として、皆様楽しそうに参加されています。

湘南台地域包括支援センター　山口圭子

3月お誕生日会・ひな祭り
3月18日『3月お誕生日会・ひな祭り』夕食会を開催しま

した。職員手作りの “特別食” でお祝いです！ 入居者の皆さ
んは朝から「何時にお祝い？」「お誕生日の人は誰かなぁ？」「メ
ニューは何だろう～？」など、とてもワクワク楽しみにされ
ていました。17時30分お待ちかねのお祝いがスタート‼ 3月が誕生日の２名の方をケーキとバースデーソングでお祝
いしました。その後は『ひな祭り夕食会』です。カレーピラフ・ハンバーグ・エビフライ・ポテサラ・オニオンスー
プと… 愛情たっぷりボリューム満点！普段、あまり食の進まない方もたくさん召し上がり、「ハンバーグ美味しかっ
たー！」「エビフライ大きい！」「スープがおいしい～おかわりしたい！」などなど・・・笑顔いっぱい、お腹がいっぱい
の大満足の夕食会となりました！ 湘南あっとほーむ・ひだまり　高橋昌弘

湘南あっとほーむひだまり

行事食で豪華ディナー
　2月3日の節分と3月3日の桃の節句で、ライフ湘南の恵方巻とちらし寿司を皆さんに
召し上がって頂きました。「ボリュームがあって嬉しい！」「イクラが入ってる！豪華だぁ‼」
等の声が上がり、皆さんとても満足されてました。外出・外食が制限された中での季節感
を感じていただきました。　この度サンライズでは2月の上旬から5ホーム中3ホームで
コロナの陽性者が出てしまいました。寒川事業所と神奈川ワークショップの協力もあって
乗り越える事が出来ました。改めて感謝です！ 藤沢サンライズ　近藤洋嗣

サンライズ
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新年度がスタートし、キラキラ眩しいスタートをきっていると思います。昨年度は新型コロナに負けることなく、
それぞれの事業所で趣向をこらし、さまざまな取り組みをしてきたと思います。今年度はどんな取り組みが繰り広
げられるのか、今から楽しみです。一年間、頑張っていきたいと思います。　　 （N.N.）

Ⅰ 三役会を開催しました
参加者：村瀬会長、眞鍋副会長、松井副会長、一杉相談役、森調整役
日　時：2022年3月25日　15：00～ 16：00
場　所：Web（ZOOM)

議題と決定事項
議題１ 3月24日現在の会費納入状況について
 321会員 1,409,000円(2020年度実績 351会員 1,520,500円)

議題２ 推進協代議員総会の開催形式と議案について
・開催形式：書面

  代議員総会議案
  議案第1号：2021年度事業報告及び決算報告について
  議案第2号：2022年度事業計画（案）及び収支予算（案）について
  議案第3号：2022年度役員（案）について
  報告１：イオン 幸せの黄色いレシートキャンペーンについて

議題3 年会費の在り方について
・変更案を作りアンケートをとる

議題4 新年度役員の人選について
・職員部会以外の役員について、各部長に打診する

Ⅱ　会費納入のお願い
「光友会五つの輪」の考えに基づき、下表のように分類させていただいております。どの部会に所属され
ているか、ご確認の上、納金していただくようお願いいたします。

所属先金額口数所属先の説明

P1　発達支援センター リエール誕生　｜　P2　あーいえばこーゆーかい
P3　新人紹介　｜　P4　イキイキチャレンジ発表大会
P5　メイヴ（ぶどう）植樹祭を開催　｜　P6～ 8　事業所だより　｜　P8　推進協だより

所 属 先 金　額 口数 所属先の説明
利 用 者 部 会 500円  ー 光友会の施設を利用されているご本人
家 族 部 会 6,000 円 3口 通所で利用されている方のご家族
家 族 部 会  10,000 円 5口 入所されている利用者のご家族
職 員 部 会 2,000 円 1口 光友会職員
役 員 部 会 6,000 円 3口 光友会役員および評議員
市 民 部 会 2,000 円 1口 利用者部会、家族部会、職員部会、
役員部会以外の光友会事業推進協議会員
法 人・会 社  10,000 円 5口 光友会以外の法人や企業
口座番号：００２６０－２－４９４８６（赤色郵便振込用紙）
口座名義：光友会事業推進協議会 ）森／当担（００５１－８４－６６４０：せわ合い問お
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発達支援センター　リエール誕生

2022年 4月開設！
発達支援センター　リエール誕生

　成人の知的障害、自閉症、発達障害に専門特化した新規の
生活介護事業所の設置が神奈川県から認可されました。ナイ
トケアセンター棟 1 階にて 4 月から運営開始していきます。
養護学校卒業後の進路として利用ニーズの高い生活介護事業
所を専門性に応じた障害種別ごとに湘南希望の郷ケアセン
ターと発達支援センターリエールに分かれて運営していきま
す。生活介護事業所を複数運営することで、多様な障害特性
をお持ちの利用者に合わせた支援内容の提供を行なっていき
ます。支援の軸としては、適切な評価に沿って個人個人の課
題に応じた支援の提供をしながら生活の質を高めていけるよ
う本人、家族、職員、他機関通じて多角的な視点で支えてい
きます！　　　　　　　　　　　　　　　　　　尾上　義和

発達支援センターリエール


	LFA153号_1-8
	LFA153号_2-7
	LFA153号_4-5
	
	LFA153号_1-8
	LFA153号_2-7
	LFA153号_4-5




