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梅花 の宴」 より
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万葉 集

[新緑のお茶会] 小松陽光苑 2 階テラス
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ボッチャ講座
講師：越村先生

絵画講座
講師：山本先生
浅野先生

書道講座
講師：奥先生
岡崎先生

ちょっと、ひと休み・・喫茶の時間

給食課の手作
りｼｭｰｸﾘｰﾑを
頂きました。

平成から令和へと時代が変わり、小松陽光苑でも書道講座で
「令和」を書写するなど活動の時間を楽しんでおります。
新しい時代の幕開けにふさわしい年になりますよう活動の充実
を図っていきたいと思います。

今年度の「ほほえみ会」役員の皆様

先日、健睦会（家族会）総会があり、
利用者自治会との統合について話し
合われ、承認されました。利用者自治
会総会でも承認され、今後は名称を
「ほほえみ会」として、活動を続けて
いく事となりました。
新体制で頑張ってまいりますので、
どうぞよろしくお願い致します。

-5/26-

～健睦会の皆様今まで
ありがとうございました。～

1 位 加藤 孝志 様
フラインググディスク
（ディスタンス）
61 歳以上（男座グループ）

真夏日の中、今年は 3 名の選手が頑張り
ました。暑さに負けないくらいの熱気で、日
頃の練習の成果が出た方、思うような記録が
出せなかった方など、それぞれでしたが、充
実した 1 日となりました。
来年に向けて練習に励みたいと思います
ので、応援よろしくお願い致します。
～暑い中、よく頑張りました。～
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１位
女子

東 美枝様
車いす １００ｍ

３位
男子

山田 隆男様
車いす（上下肢）
１００ｍ

「昭和」から「平成」に変わった時、私は中学生でした。その当時「希少価値が出る
よ」と言われ、昭和６４年と刻印された貨幣を探したことを思い出します。
そして「令和」の現在。私は４０代のおじさんです。改元の瞬間は、夢の中で見届け
ました(-_-)zzz 次に年号が変わる時、私は何をしているのでしょうか(^^♪
「年年歳歳花相似 歳歳年年人不同」中国の唐時代の詩人 劉希夷の「代悲白頭翁」
の一節ですが、時代の変わり目にある今、特に思い出されます。「変わること」「変わ
らないこと」それぞれの面白みを感じながら、過ごしていきたいですね。（K・K）

ひかりタイムズ

「新しい元号は『令和』であります」(^_^)/

障害福祉サ ービ スセ ンタ ーひかり

紙と筆があれば・・・書きたくなりますね。

今回の一句

センター利用者募集

月曜日 パソコン（第 2・4 週）
火曜日 生花（第 1・3 週） 手芸（第 2・4 週）
水曜日 水墨画（第 1・3 週）書道（第 2・4 週）
将棋（第 3 週）
木曜日 絵画（第 1・3 週）ボッチャ（第 2 週）
金曜日 囲碁（第 2・4 週）
土曜日 押し花（第 4 週） ＊開催日変更の場合あり

柱傷
世代を超えて
和浩
背比べ

センターでは、入浴や食事、
リハビリなどのサービスや、
各種の講師をお招きして創作
的活動を行っています。
センターを利用しながら、
ライフワークとして取り組め
る趣味や特技を見つけてみま
せんか。お気軽にご相談を！
－連絡先－
T E L ：0761-46-1411

担当者：小西・東出

箱組立は５種類
から２５種類へ

洗濯作業は各施設のご協力を得て、新たにカーテン
クリーニングが加わり作業の幅も拡がりました。また、
昨年来、箱組立で多くの受注を得て、箱の種類が増えた
ことにより、中敷きや小サイズの箱なら折ることが可
能な利用者さんも増えてきました。
今後はさらに一人ひとりの作業の充実と収益増を図
るためにも、新たな就労メニューの開拓に取り組んで
いきたいと思います。

大幅に増加

利用者募集

一つひとつを丁寧に

見学、相談受付中!!

T E L ：0761-46-1414
担当者：大保
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二十歳を迎えて・・
今年も農業就労体験の時期がやってきました。野菜作
りを通して得られる達成感や収穫の喜びは何事にも代
えがたい経験になっていると利用者から聞きます。農作
業の体験が就労意欲を引き出すきっかけになればと考
えています。
また、昨年から始めた木工作品作りでは、写真立てや
マグネット、ぽち袋等を制作しています。集中力や忍耐
性を養い、今後も協力しながら苑遊会への出品にむけて
取り組んでいきます。
今年度、1 名の方を一般就労に繋ぐ事が出来ました。
今後も、本人の希望と将来性を見据えた支援内容で、相
互にステップアップしていけるよう頑張っていきます。
（担当：岩井）

古川 美都さん（H29 年 4 月入社）
高校を卒業し、陽光苑に入社して、３年目を
むかえ、今年２０歳になりました。仕事をして
いく中で、大変な事もありますが、楽しい事も
たくさんあります。今後は、資格の取得にもチ
ャレンジしていきたいと思います。これから
も明るく元気に利用者と接し、頑張っていき
ますので、よろしくお願
いします。
若いパワーで
これからも
頑張れ～！

島多

律子さん
（H31 年 3 月入所）
小松こどもから来ました。
みなさんと一緒に楽しく生
活していきたいと思います。
よろしくお願いします。
～畑作業風景～

～木工作品の数々～

～巣立った先輩が教えてくれること～
１年間の就労準備支援事業を終了し、半年間の就労訓
練事業を経て、一般就労された二人の近況を聞く機会が
先日あり、二人とも事業主さんとの関係も良く、頑張っ
ているとの事でした。彼ら二人の背中を見ていた訓練生
もその後一般就労し、現在１名の訓練生は、新たなステ
ージで訓練メニューに日々取り組んでいます。
彼らが織りなす関係性が、訓練生自身の「自分もそう
ありたい」という憧れや目標を生み出し、日々の仕事の
励みにも繋がっているように思います。（担当：大保）

出村 恭子さん(介護課)
「金沢ふくみ苑」より異動して
まいりました。初心に帰り努め
ていきます。どうぞよろしくお
願い致します。

ご利用案内
障害者短期入所事業
在宅障害者の介護をしている家族等が病気や
その他の理由によって一時的に介護が困難に
なった場合、当苑をご利用頂くことができる
ショートステイを行なっています。
お問い合わせ窓口

0761-46-1224
E メール info@youkou.isg.or.jp
担当：生活支援課 滝岡・村田
TEL

・北國愛のほほえみ基金 様「椅子５脚」
・円光寺壮年会 様
～ご支援いただき
ありがとうございました～
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