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～花椿ひまわりプロジェクト進行中～
　今年も明るく輝くひまわりも花となりました。
元気な花とパチリ。そしてみんな笑顔に…

どんな匂いがするんだろう？ ひまわりの花にうっとり

友達と一緒にパチリ 立派に咲いた花にご満悦

こごみ事業所開所です。花椿からも行かれました。

毎日が楽しいです。

浅野さん

台拭きは任せてね。
図書さん

元気に  
頑張ってま～す。

井口さん

南砺市井口赤十字奉仕団
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保 護 者 会 通 信

　金木犀が薫る今日この頃、今年も『花椿をよくする会』会長を決める季節がやってま
いりました。
　例年では、手が挙がった『花椿をよくする会』のメンバーの中から、会長を決めてい
ましたが、事業所ごとで活動しており、また体育館など大勢で集まれない今年は、通り
や事業所でひとりずつ、計５名立候補者を挙げてもらうことになりました。候補者や応援演説者の意気込
みや応援を動画で撮ったものを、それぞれ事業所ごとで動画視聴し、その後投票用紙に○をつけていただ
く、「全員参加」での選挙となりました。
　視聴する際の瞳はみな真剣そのもの！投票用紙には力強く○を書く人、なかなか一人に決めきれない人、
「書けん！」と頭を抱える人など、様々でした。

　厳正なる集計の結果、今年度の『花椿をよくする会』会長は、
22票獲得の花椿きらめきの古田茂外さんに決定しました！おめで
とうございます！！
　惜しくも１票差だったのが、花椿かがやきの俵千晴さんでした。
俵さんには、副会長としてがんばっていただきたいと思います。
　また、立候補された他の３名の方も僅差であり、非常に白熱した
戦いでした。
　近々、会長、副会長の挨拶をまた皆さんに動画でお伝えできれば
と思います。また、来年度に向けて、利用者旅行や花椿祭につい
て、よくする会で話し合いの機会を設ける予定です。

花椿保護者会　副会長   辻　信明花椿保護者会　副会長   辻　信明

　最近の風水害の頻発により、各地で避難訓練がより科学的な知見を元に展開されている。

ただ障害者を対象としての訓練は、殆ど健常者が障害者になってのもの（なりすまし）と聞

いている。5 年前に立ち上げた小矢部市障害者団体連絡協議会では、研修会や障害者施設の

見学懇談を通して、活動を進めてまいりました。とりわけ避難訓練では、視覚障害、聴覚障

害、車椅子、知的障害の本人が実際に参加することにより、障害の実態に応じた対処の仕方

を実践しております。これからより訓練に磨きをかけて成果の向上を図ります。

障害者避難訓練の要諦障害者避難訓練の要諦

　保護者にとり漠然とした不安、それは親亡き後に備えての方策です。課題は多い。医療・

お金・相談機関のこと・成年後見・住まいの場・行政との関わり・社会参加・QOL・兄弟姉妹

との関係・生活情報など枚挙に暇がない。本人の思いと家族の思いのズレ。サービスを受け

るタイミングはいつか。障害福祉サービスと介護保険との関わり。先ずは良きキーパーソン

（相談相手）が求められます。「すまいる相談会」もご利用下さい。

親亡き後支援事業の連続講座の開催親亡き後支援事業の連続講座の開催

『花椿をよくする会』
   会長選挙が行われました！！

令和
２年度

無記名
投票です

大勢でも距離をとって
視聴してます

ライバルを見つめる
立候補者？

女性票
獲得なるか！？

どの人にしようかなぁ…

第３回　11月11日（水） 「知って納得!」相続と遺言　　 上田　亨 氏

第４回　11月25日（水） 「将来のための資産管理・運用とライフプラン」

古田茂外会長より一言。

ありがとうございました。
コロナに負けない健康な
花椿にしたいです！

第５回　12月 9日（水） 「親なき後の親としての準備」　西部　穣 氏

上田　亨 氏
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多機能型事業所
（就労継続支援B型、生活介護、居宅介護等）

花椿かがやき花椿かがやき

共同生活援助事業所

ホーム柴田屋ホーム柴田屋

　利用者様に大人気の味噌作り作業を
しています。昨年からの味噌もいい塩
梅になりました。塩、米麹、県内産大豆
のみで手作りで仕上げております。季節
限定の黒豆味噌も販売していますよ。
500ｇで250円です。

障害者支援施設

花椿きらめき花椿きらめき 　猛暑の真っ只中、令和2年8月12日にはばたきの通り中庭にて
バーベキューを行いました。
　今回は下準備から利用者様と
一緒に行いました。なかなかの
包丁さばきでした。
　焼きあがった、焼き肉、焼きそ
ば等、利用者様皆さん本当にお
いしく召し上がっておられました。

　みどりの通りでは、洗濯の仕分け、たたみなどを自分
たちで行っています。朝、自分の衣類かごをリビングに
持ってきて、午前中に通りや事業所で取り組んでいます。
そのほか、靴下やハンカチ、おしぼりなども干していま
す。毎日の習慣で取り組むうちに、ペースも速くなってき
ました。

　８月３日から７日までの５日間、社会福祉施設実習で富山福祉
短期大学幼児教育学科から２名が花椿通所に来られました。実
習の期間中、利用者の皆さんと近所までの散歩やペットボトルに
飾り付けをしてレクリエーション用のボウリングのピンを作って
一緒にボウリングをしました。また、別の日には皆さんに絵本の
読み聞かせや紙芝居をしていただきました。フレッシュな御２人
と交流して、利用者の皆さんはとても楽しい時間を過ごすこと
ができました。ありがとうございました。

日中活動は本人の希望することを行っています。日中活動は本人の希望することを行っています。

第2回　バーベキューを開催しました。第2回　バーベキューを開催しました。 かがやき特製
おいしい手作り味噌仕上がりました
かがやき特製
おいしい手作り味噌仕上がりました

　9/30（水）16:00からアミューにて、南砺市交通安全協会、南砺警察署、数名の利用
者様と一緒にラベンダー香り袋（おみくじ付き）配布させていただきました。この香り
袋はそのときの様子を、新聞各社に取り上げていただきました。利用者様それぞれが
得意な作業工程を分担し仕上げました。

みんなで、ラベンダー香袋を作ったよ！！みんなで、ラベンダー香袋を作ったよ！！

　ソーシャルディスタンスを保ちながら8月砺波市内プチ日帰り旅行し
ました。
　砺波市四季彩館、砺波市美術館に行き、大好きな“チャイニーズレス
トハウスみんみん”でランチをし、チューリップ公園を散策しました。
“チャイニーズレストハウスみんみん”までは、ウォーキング班、ドライ
ブコース班に分かれました。「久しぶりに外出した。」「うれしかった」
「またが外出できるとよいなー」と利用者様の声がでました。
みなさんの笑顔がとても素敵でした。

お待たせしました開所日！！気分は上々⤴⤴お待たせしました開所日！！気分は上々⤴⤴

　バラ・カーネーション・マリーゴールド・カスミソウ・プロテア・ドラセナ・
ソリタゴ・ケイトウ・ショフレラで“癒しの９密“です。
　花の名前や知識は勉強中だけど癒されます。大事に育てますね。

障害者支援施設

花椿あおぞら花椿あおぞら
ドラムをたたく小幡さん

エアロビを行う

♬♪

通 所
ペットボトル飾り付け完成

  絵本読み聞かせ、

楽しかったね

紙芝居、皆さん真剣に見ています

　コロナ禍で沈んだ心を花の魅力で
癒してほしい。と砺波市から花束が
届きました。届けてくれた「LINDA 
OF FLOWOR」さんによると、丁寧
に手入れをすれば長く咲き続けると
のこと。

就B

生活
介護

新ラベル
プロジェクト
  進行中！！

おいしく

なりますように

チューリップの
香りがするね

かがやき特製味噌、ラベンダー香袋のお問い合わせは、かがやきまでご連絡下さい！

チューリップ四季彩館 チューリップ公園

チューチップウォーク

気持ちよかった

香り袋
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～花椿ひまわりプロジェクト進行中～
　今年も明るく輝くひまわりも花となりました。
元気な花とパチリ。そしてみんな笑顔に…

どんな匂いがするんだろう？ ひまわりの花にうっとり

友達と一緒にパチリ 立派に咲いた花にご満悦

こごみ事業所開所です。花椿からも行かれました。

毎日が楽しいです。

浅野さん

台拭きは任せてね。
図書さん

元気に  
頑張ってま～す。

井口さん

南砺市井口赤十字奉仕団
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