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社会福祉法人とよさと
法人設立15周年
感謝祭を終えて

ステップあップ21・施設長
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弘

法人設立15周年感謝祭を開催！
沢山の皆さんにお越しいただき、
大変にぎやかなお祭りとなりました。
詳しくは、中面記事の感謝祭総括をご覧ください。

当法人が平成13年６月１日に
法人認可を受けまして、15年を
迎えました。これにともないま
して、去る６月４日に参加者様
と地域との交流や、施設の事業
広報と施設開放、並びに利用者

模擬店では皆さんの笑顔も見

ます。これからも当法人が20

様・職員が一体となって楽しん

られ、ご出演・ご来客いただき

年・30年に向けて、感謝の気持

でいただくことを目的に感謝祭

ました皆様には感謝申し上げる

ちを忘れることなく職員一同一

を開催させていただきました。

次第でございます。また、豊郷

丸となって、地域の障害福祉の

大久保彦根市長様にも様子を

町ボランティアグル−プの皆様

向上に尽力してまいりますの

見に来ていただき、華やかな雰

にもご参加いただきまして、今

で、関係各位のご指導・ご鞭撻

囲気の中で生活介護参加者様の

後の障害者支援について、一緒

を今後もよろしくお願い申し上

音楽演奏と、豊日中学吹奏楽部

に活動していければ、と思いま

げます。

様による素晴らしい演奏を聞く

した。

ことができました。理念にもあ

終わりには大抽選会も行われ

る「豊かな人間性」をハ−トで

て、ドキドキと小さな期待感を

受け止めることができました。

味わっていただいたことと思い

「15周年感謝祭どうだった？」
参加者さんにインタビューしました。
詳しくは、中面記事をご覧ください。

〜デイサービスより〜

〜15周年記念感謝祭〜
ありがとうございました！

「15周年感謝祭に参加してＱ＆Ａ」
…インタビューしました！

６月４日（土）に法人設立15周
年記念感謝祭を行いました。
ステージ発表では、生活介護の
参加者さんの発表の他に、豊日中
学校吹奏楽部さんにお越しいただ
きました。どちらもとても迫力の
ある素敵な演奏をしてくださいま
した。
模擬店やゲームコーナーも大盛
況で、いずれのお店も沢山の列が
見られました。

うじの

ち よ み

姓農

千代美様

たねむら

15周年感謝祭楽しかったで

種村

めぐみ様

15周年おめでとうございまし
た。

す！
音楽の発表は緊張したけれ

感謝祭は、模擬店がいっぱい
あって見てまわるのが楽しかっ

ど、楽しかった。
20周年も来たいです！

たです。
20周年にも参加したいです。

インタビューに答えて下さったお２人の方、ありがとう
ございました！

（記：金子）

〜ホームヘルプより〜

職員が釣って来たナマズとニゴ

お皿洗いの取り組み

イに触れあうコーナーや、陶芸の
体験コーナーもあり、小さなお子
さんのにぎわう声で一杯でした。

ホームヘルプサービスで行って
いる、生活スキルの習得を目指し
た活動をご紹介します。
家庭で活かすことのできるスキ
ルということで、皿洗いに取り組
んでいる参加者さんがおられま
す。

最後に行われた抽選会は当選番
号が発表される度に「ああ〜！」
という声と「やったー！」という

これは、実際に使用している皿

手順書を見ることによって全

洗いの手順書です。皿洗いも工程

てがスムーズに行くわけではあ

を分けると意外と多くあります。

りません。ですが、繰り返し行

それをどのように伝えるのかも重

う中で得意な部分、苦手な部分

要なポイントです。

を評価し、修正していくことで

手順を分け、今やるべき事を分

より理解しやすい手順書となり

当日は天気にも恵まれ、賑やか

かりやすく伝えています。また、

ます。それを本人が使いこなし

な雰囲気の中たくさんの方に参加

番号を振り上から下へ示すことで

ながら、家庭でのお手伝いで活

していただく事が出来ました。

次に何をするかが分かり やすくな

かせることを目指しています。

声が聞こえていました。

（記：田口）

ります。

（記：尾見）

〜地域生活Ⅰ型より〜

〜ホームヘルプより〜

サロンの昼食会
サロンでは、毎月第２・３金曜

夏休みに向けて準備中！
７月に入るとあっという間に

いつもよりも利用時間や利用

時の間、
昼食会を行っています。

夏休みがやってきます。ホームヘ

頻度が増える分、参加者さんと一

メニューは、参加者さんと話し

ルプ部門でも、夏休み中の参加者

緒に新しい課題に取り組める良

合って決めたり、季節に合わせた

さんが心地よく過ごせるように

いチャンスです。

物を作ったりしています。作り方

準備をしています。

日の午前 10 時 30 分から午後２

を覚えて、家でも作れるようにな
りたいと思っている方や、皆で作
って食べるのを楽しみにしてい
る方等、皆さん来られる目的は
様々です。

一人ずつの楽しみな活動の発

参加者さんが楽しみにしてい

見や課題への挑戦に向け、職員間

るプールの掃除や、新しい作業課

で話をしながら準備をしている

題の用意、一人ずつに新しい余暇

真っ最中です！
（記：尾田）

活動を夏休みに向けて考えてい
ます。

〜デイサービスより〜

Bルームの皆で
クッキング

け、いよいよ作業開始です。
「でき
た！」、「よーし！」などの言葉が
たくさん聞こえ、明るい表情で、
混ぜたり、包んだりしま した。

Ｂルームでは、参加者さん一人
ずつがそれぞれのスケジュール
に基づいて個々の活動に取り組
ふきの煮物を作りました。
下ごしらえでふきの板ずりを
しています。

んできました。
ですが、
「皆で役割を分担し、１
つの物を完成させ、達成感のある
活動を企画しよう！」という事に

「こ な い だ の○○お い し か っ
たわ〜。
また作ってな」や「家で ×

なり、
Ｂルームのメンバーで調理
の活動を取り入れました。

皆で作った餃子はお昼ご飯の
１品として、全員が残さずほおば

× 作ってみました」等、毎回色々

初回のメニューは餃子に決ま

な感想を言って下さるので、職員

りました。参加者さんが見て分か

まだ始まったばかりの調理活

もこの昼食会をとても楽しみに

る様に、大きな写真の入った手順

動ですが、それぞれの得意な事が

しています。

書を事前に作成し、それ見なが

分かり、役割を持ち達成感を得ら

ら、一人ずつに出来る作業を行っ

れる活動となるように、今後も新

てもらいました。

しいメニューを企画していきま

興味のある方は一度見学に来
てみませんか？気軽にご連絡下
さい。

（記：後藤）

駐輪場、完成しました！

エ プ ロ ン 、三 角 巾 と 手 袋 を付

これまで、バイクや自転車は、

っていました。

す。

（記：山口）

駐輪場が出来たことで、通路

作業棟への通路の奥や倉庫の前

や倉庫の前をふさぐことがなく

ステップあップ 21 に、新しく

に停めていましたが、職員や参加

なり、参加者さんもどこに停め

駐輪場が出来ました。場所は、作

者さんの中で自転 車・バイクの

れば良いのか分かりやすくなり

業棟への渡り廊下の駐車場側に

方が増えたため十分なスペース

ました。

なります。

を確保する事になりました。

（記：宮 川）

〜デイサービスより〜

〜デイサービスより〜

手話教室・英語教室

火曜日の音楽活動
デイサービスでは、毎月第

デイサービスでは月に４回、
手話教室と英語教室を開いてい

２・４火曜日に音楽活動を行っ
ています。
音楽療法士の藤井先生をお招

ます。
手話教室では、参加者さんか

きし、タンバリンや鈴、太鼓な

らリクエストのあった曲の手話

どの楽器演奏を楽しんでいま

を職員と一緒に勉強していま

す。

す。季節の歌や、「上を向いて

サイコロを振って…
お題はなにかな？

歩こう」など懐かしい歌にも挑
戦しています。難しい動作もあ
りますが、和やかな雰囲気の

お題には、「季節の歌を歌い

中、積極的に参加されていま

ましょう」、「左の参加者さん

す。

の肩を叩きましょう」など様々
有り、お題を達成する度に大き

英語教室では、自己紹介や日
常の挨拶、英単語などを学んで

楽器演奏の他にも、参加者さ

います。スペルを見ると、スラ

の名前をリズムに合わせて呼

参加者さんが持参した最新曲

スラと発音される方もおられま

び、大きな声で返事をしていく

を流したり、職員に「歌っ

す。

ゲームもしています。全員が呼

て！」とリクエストが上がった

ばれたらサイコロを転がしお題

り、楽器や賑やかな歌声がデイ

に応えます。

ルームを包んでいます。

な歓声が上がります。

（記：薩摩）

今年もやります！
サマホリ （日中一時支援） !

編集後記

毎年夏になると、ステップあ
↑手話教室の様子。
皆さんとても積極的です

ップ21の施設の中は元気な子ど
も達の声であふれ、とても活気

の照り返しや、風のにおい、虫

に満ちています。
どちらの活動も楽しんでいた

今年のサマホリもイベントが

だけるよう、参加者さんのリク

盛りだくさんになっています。

エストも織り交ぜながら開いて

消防署見学、流しそうめん、ボ

います。

ウリング、カラオケ、高取山で

デイサービスでは、英語・手

空が高くなり、アスファルト

の活動…等を企画中です！

の鳴き声など、あ らゆる感覚か
ら夏を感じられるようになりま
した。
スイカや浴衣、花火、麦わら
帽子、蚊取り線香のにおいなど
夏には大好きな要素がたくさん

話を教えて下さるボランティア

サマホリの受付は７月４日

さんを募集しています。興味の

（月）の午前９時から午後１時

今年も夏を満喫できるよう

ある方はご協力いただけますよ

の間です。今年も皆さんの元気

に、みなさん体調管理をしっか

う、よろしくお願いします！！

な声が聞こえるのを楽しみに待

りして、楽しい思 い出をいっぱ

っています。

い作りましょう！（記：尾田）

（記：加藤）

（記：後藤）

で、心がワクワク弾みます。

