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善意を寄せてくださった方々

（令和3年６月～10月）順不同・敬称略

今年度の花椿祭は、新型
コロナウィルス感染拡大
防止のため、中止させて
いただきます。

山岸理容店　
井口老人会
株式会社ノースランド
久保　浩一
西井　保

中嶋　よしい
梅基　光子
東　泰子
片山　芳夫
ヘアスペース　ウィズ

日々 是好日

おやつすくいゲーム

スイカ美味しい！

夏祭り

暑中見舞い作り

避難訓練

トマトの収穫

　８月13日、パラリンピック聖火へ集火される五箇山の
「不滅の火」が花椿にやってきました。
　コロナ禍の折り、かつての日常を取り戻すための灯として
道標となるべく、みんなで「熱く」鑑賞しました。

　14世紀半ばの南北朝時代、新田義貞の家来藤原道玄（ふじわらどうげん）という刀匠が
いました。戦に破れ五箇山に逃げ延び、山崎さんというお宅に身を隠した後、刀鍛冶とし
て仕事を始めます。その鍛冶の火が現在まで受け継がれているといわれています。

パラリンピックパラリンピック
聖火ビジット

花椿に登場！花椿に登場！
五箇山、花椿から聖火出発！

「不滅の火」
とは
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保 護 者 会 通 信
花椿保護者会
副会長   辻　信明
花椿保護者会
副会長   辻　信明

　全体会の場では述べにくい事も、棟別・事業所別の場では、
様々な思いを積極的に吐露していただけました。
　寄せていただいたご意見を今後、利用者支援の現場に反映していただくように、要望して
まいります。

　「料理が得意。自分たちの弁当を作ってみたい、もっとお手当てが欲しい」等の
声に応え7月20日（火）より、キッチンかがやきにて弁当製造を開始しました。

保護者会様よりいただいたトランポリンで、運動不足解消しています！
ありがとうございました！！

楽しい～♪
大きく

ジャンプ！

かがやき弁当製造スタートかがやき弁当製造スタート
（多機能型事業所花椿かがやき就労継続支援B型事業所）

みなさんワクワクしながら昼食を楽しみにしています。
おかず、ごはん、就労継続支援B型で作っている
みそみっそー（味噌の商品名）のおいしい味噌汁付き
です。
多くの方に喜んで頂き「おいしかった」と
大変好評です。

  利用者様の現在の作業内容

　・弁当箱に２品ほどを詰める
　・花椿かがやきまでの弁当配達
　・弁当箱等を回収しキッチンかがやきへ持っていく
　・弁当箱の下洗い、保冷剤、弁当箱BOX消毒
　・トイレ掃除
　・床掃除など　です

８月７日（土）開所日、親子で、キッチンかがやき内見会をしました。
８月８日（日）北日本新聞に紹介されました。

自慢のキ
ッチン

地産地消
野菜・米

自慢の味噌使用

ここが
ポイント！

ちょっと

　　　休憩

カラオケ

新型コロナ禍で停滞している保護者会活動を活性化するべく、
棟別懇談会・事業所別懇談会を開催いたしました。

昨年に引き続き、「親なき後」連続講座が開催されています。

❶ はなの通り 6月18日（金）　18：30～
❷ みどりの通り 6月24日（木）　18：30～
❸ はばたきの通り 7月 2 日（金）　18：30～
❹ 通所、グループホーム事業所 7月 9 日（金）　13：30～

第１回　10月13日（水） 「具体的事例から後見制度について考える」（終了）

第２回　10月27日（水） 「わが子に残す財産の管理と運用について」

第３回　11月10日（水） 「今後、想定される地域課題について考える」

地域生活支援センターすまいる　☎（0766）68-3820申し込み先
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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

障害者支援施設

花椿きらめき花椿きらめき

共同生活援助事業所

ホーム柴田屋ホーム柴田屋

　キッチンかがやきオープンに伴い、「花椿かが
やきのロゴマークがあったらいいな」という声が
あがり、ロゴマークを作ろう！とみんなで話し合い
ました。
　デザインはcotae（こたえ）でお世話になった
アイアンオー㈱様より３つのご提案をいただき、このロゴマークに決定しました。
　由来は、人をかがやきにたとえ、ひとつひとつのかがやき（＝かがやき利用者様）が、手をつなぎ光り輝いてい
る姿を星をモチーフに表現しました。
　イメージは明るく楽しい光り輝く様子を表現しています。地域の方々にも親しみを感じていただき、共に歩ん
で行く様子が現わされています。
　新生かがやきをよろしくお願いいたします。

　ときどき、民謡が流れると…菅笠の代わりにざるを
利用し踊っています。
　披露できる日をとても楽しみに練習しています。

　主に３つのチームに分かれて作業をしています。
キッチンかがやきでの弁当製造及び片付け、受託作
業、味噌作りです。好きな作業もあれば、苦手な作業
もあります。「少しでも工賃をもらいたいから頑張ろ
う！」「袋をキャラメル止めしてみようかな？」。など。
苦手な作業でもチームの仲間が助けてくれます。

　コロナ禍で思うように外出でき
ず暇…。なんとなくの退屈しのぎ
に始めた写真がYさん毎日の楽し
みになりました。
　被写体をみつけると一瞬を逃さ
ずに「パシャ」っと。プロですな！！

障害者支援施設

花椿あおぞら花椿あおぞら

　花椿通所では、日中活動の場では、様々な創作活動に取り組んで
います。その中でも貼り絵や刺し子の人気が高く、日々集中して取
り組んでいます。集中した後の疲れた体と脳をリフレッシュする為

に、創作活動の合間にラジオ体操を取り入れています。静と動のメリハリをつけること
で、机上活動に対する意欲が出て素晴らしい作品が次々と誕生しています。

　あおぞら事業所では、地域の方の協力を頂き6月下旬よりにんにくの収穫を
行いました。
　その後利用者様の得意分野を生かしながら、ハサミで茎切り、根切、にんにく
の皮むきなどの加工品作業に取り組んでいます。
　製品のにんにくスライス、黒にんにく、オイルにんにくは旬菜市場ふくの里、
花椿内にて販売しています。また昔ながらの梅干しの販売もしています。

通 所

就B

生活
介護

花椿かがやき

かがやき郷土芸能部始動かがやき郷土芸能部始動

ONE  TEAMONE  TEAM

ロゴマークができました！！

麦屋節は

大好き

～余暇活動～
　体を動かして心も体も
笑顔になろう！

にんにく
根切作業

２ヶ月作品の
キリンと蝶

花椿の梅干し人気です！

共同製作中♪

黒にんにく・にんにくスライス

販売しています

集中していますので、声をかけないでね。

～ある日の作業風景～
　新聞とチラシを仕分け作業中。
リサイクル作業として資源ゴミを
回収しています。

※皆さまへのお願い。資源ゴミを持参される場合は
　分別回収に協力願います。又、雑誌・スチール缶・牛乳パック・
　ビン・ペットボトルはご遠慮願います。

一回食べてみんけ

一人でもできる趣味

麹作りは　おてのもの

米麹、塩、混ぜて味噌作り

「日ごとに秋も深まる

　　　　１０月のとある日。」

写真テーマ

写真テーマ

「気品あるランチ会の風景」
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