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KARIGANE NEWS

今回の表紙は共同生活サポートセンターです。
　サポートセンターでは、真田地域・上田方面にある計10か所の「グループホーム」という、一戸建て
の普通住宅に近い建物を利用して２～８名の方が生活し、地域の中で自分らしく暮らす事を目指し
ている皆さんを応援する事業所です。
　今回は、ホームで皆さんが自由な時間の中でされている、得意なことやがんばっていること、趣味
などご紹介します。

　　　　甘利のり子さん
甘利さんはお仕事も趣味も一生懸命です。

マフラー編みは大得意。甘利さんの暖かい

気持ちのこもったプレゼントが、皆さんに

ほっこり笑顔を届けます。

荒井正さん
隔週で通っている木彫り教室

は荒井さんの楽しみです。

植物など身近なモチーフを

テーマに作られる作品は荒井

さんのおおらかで明るいお人

柄を感じます。

大久保良泰さん
絵画から彫刻、書道…ホームではプラモデルまで器用にこなす大久保さん。

毎日使う鞄は画用紙やスケッチブックが詰まっています。

力強さと温かさが詰まった大久保さんの絵画は見る人を安心させてくれます。

共同生活サポートセンターのご紹介
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　風の工房から依田香さん、宮下宜續さ
ん、渡辺重雄さんの作品が出展された「あ
つまれ！ぼくらのワンダーアート」展。
2015年10 月 20 日にオープニングセレモ
ニーが行われ、長野県内から選ばれた12
名の方の絵に対して原田泰治さんから賞
賛と激励の言葉をいただきました。依田
香さんとご両親は直接、原田泰治さんと
お話しができたことを喜ばれていました。
　また、原田泰治美術館という大きな会
場で、様々な方々に観て頂けたことは、つ
くり手にとっても大きな刺激と励みとな
り新たな作品を生み出す力になったと感
じています。貴重な機会を頂けた原田泰
治美術館の原田さん、鈴木さんに感謝い
たします。

原田泰治美術館
「あつまれ！ぼくらのワンダーアート２０１５」に
作品が展示されました。

風の工房

　OIDEYO ハウスの織り・雷
グッズ制作班で、12月4日に八ヶ
岳美術館にて開催されていた
織りの展示見学に行ってきま
した。県内外 13 の福祉施設の
作品が展示してあり、OIDEYO
ハウスの作品もとても素敵に展
示してありました。自分の織り
製品を見つけると「わたしの織
りだ！」と嬉しそうにされてい
ました。
　“織り” と一言で言っても織り
方・配色・糸の種類など様々で、
それぞれの事業所や織り手の個
性あふれる作品をたくさん見る
ことができ、とても勉強になり
ました。

感性の織り
～福祉現場で生まれた作品展～ in 八ヶ岳美術館

OIDEYOハウス
A r t  e v e n t
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グループホーム・かりがね周辺ホーム・ライフステージかり
がねの見学を行いました。

ご家族をお招きして行いました。

真田福祉センターで盛大に行いました。

小諸のアバンティという場所で「ゆったりワークスペース
MOKU」２回目の出店です。



 2016年　第372号［昭和54年第三種郵認可］春 かりがね

4

グループホーム・かりがね周辺ホーム・ライフステージかり
がねの見学を行いました。

ご家族をお招きして行いました。

真田福祉センターで盛大に行いました。

小諸のアバンティという場所で「ゆったりワークスペース
MOKU」２回目の出店です。



 2016年　第372号［昭和54年第三種郵認可］ 春かりがね

5

　今年度、かりがね福祉会では何名かの利用者さんが入院されま

した。利用者さんは病院の患者となり、福祉サービス事業所によ

る支援から病院での医療支援へと引き継がれます。しかし、中に

は入院時も付き添い者による支援が必要である利用者さんもい

ます。看護師さんの見守りだけで限界があるためですが、現在の

福祉制度では入院中に福祉サービスを利用することができず、場

合によってはご家族が24時間付き添うことを求められます。結果

として、かりがね福祉会を含めたいくつかの法人では、入院によってその方に必要な支援が切れてしま

わないよう、福祉サービスを利用していない状態でありながらも支援を行なう場合があります。

　多少の差はあっても、誰しも入院には不安感が伴います。障がいをお持ちの方は、「コミュニケー

ションが苦手」「ベットの上でゆっくり休むのが苦手」などその人それぞれの理由から、入院に対しての

不安が特に大きくなります。日頃より日常生活を送るのに様々な配慮が必要であり福祉サービスを受

けられている方が、入院することでそのサービスを受けることができない現状には疑問を感じます。入

院中も福祉サービスを利用できることで、ご家族の負担や

入院中の利用者さん自身の不安の軽減し、治療の際に必

要となる身体拘束などの時間の短縮によって、利用者さ

んが持っている力の低下を最小限に抑え、退院後の生活

への移行をスムーズにできるなどの期待が出来るかと思

います。障がいをお持ちの方が安心して入院するには、や

はり福祉サービスは必要ではないでしょうか。制度の整

備がなされることを願っています。

　平成27年11月16日　享年54歳にて息を引
き取られました。なぎささんはテレビの横の
お気に入りの場所で、いつでも皆さんの事
を見守っていてくださいました。音楽を聴い
ているとき、美味しい物を食べた時の笑顔
に誰もが癒され、穏やかなお人柄は誰から
も愛されていました。ありがとうございまし
た。心よりご冥福をお祈りいたします。

入院時の福祉サービスについての課題

大久保なぎささん逝く
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関きよ子　村本俊治　荻原正一　
坂口保幸　小池美治　真田中学校　
吉野修通　桑の実会　山崎弘子　
堀内久子　佐藤光生　水工技研　
矢島節子　西田優子　花岡尚　山嵜宏子
中沢久美恵　㈲加藤製作所　北村志津子
相沢喜世子　
㈲三アイ・真田フルーツセンター西川清一　
佐々木良子　伊藤順子　宮木芳子　
手塚一敏　匿名希望

野菜、紙おむつ、菊　衣類、毛糸、新聞
紙、牛乳パック、ペットボトルキャップ、
雑貨、お菓子、食器、鍋、みかん、
りんご、花、葉書

小林彰　石原張男　㈱石原産業社員一同
㈱カナイ　堀内艶子　塚田弘人
合計 352,475 円

■長野県　小林彰　田中守　北村志津子
小菅暁　杉原弘　桂川彰雄　清水君枝　

南澤聖子　㈲加藤製作所
宮嶋正範　田村ひとみ　匿名希望　
■東京都　山本睦子　大浦かず子　
■神奈川県　栗原弘子　伊藤順子
■埼玉県　佐々木良子　森澤将　
■愛知県　宮沢素流　
■新潟県　丸山政弘　丸山昭人
■三重県　宮崎桃子　
■京都府　岡本治男
　　

皆様のご支援・ご協力に感謝申し上げます。
※敬称略させていただきます　平成27年10月1日～平成27年12月31日

寄贈物品

寄付金

平成27年度運営会員ご入会者

平成27年度運営会費納入金額

会員数（名） 会費（円）

長野県 70 426.000

北海道

東北地方

関東地方 13 175.000

中部地方 1 1.000

北陸地方 2 4.000

近畿地方 1 2.000

中国地方

四国地方

九州地方

合計 87 608.000

（平成27年12月31日現在）

今年度の機関誌も最終号となります。今回は法
人全体としての一年間のご報告をさせて頂きま
した。私たちも記事を製作中に、こんなことも
あったなあ、そんなこともあったんだ…と改めて
自分たちを振り返ると共に、自身の所属とは他
の事業所の事や、日ごろはあまり関わりのない利
用者さんの事を知るとても良いきっかけとなりま

した。皆さんにとって今年はどんな一年になったで
しょうか…？
　暖かい冬かと思っていましたがようやく雪が降
り、本格的な冬はこれからなのでしょうか。皆さん
も体調にはお気をつけ下さい。
　あと一ヶ月で新年度。皆さんにも素敵な春が訪れ
ますように…。（菅沼）

　かりがね福祉会は皆様のご支援によって支えられていま

す。会費は法人各施設の設備や備品の充実等のために使わ

れます。また、会員の方には年４回機関誌等を送付してい

ます。皆様のご理解とご協力をよろしくお願い申し上げま

す。専用振込用紙のお取り寄せ、その他お問い合わせは法

人本部までお願い致します。

　　年会費
　１口　1,000円（何口でも結構です）

　　期間
　1年単位（ご入会より1年間）

　　ご入会方法
●ゆうちょ銀行［00550-3-8487］
　名義「社会福祉法人　かりがね福祉会」

●上田信用金庫　真田支店［普通預金：95578］
　名義「社会福祉法人　かりがね福祉会　理事　小

コバヤシ

林　彰
アキラ

」

運営会員ご加入のお願い



ＯＩＤＥＹＯハウスからのおしらせ

薪がお買い得

織の新製品・蝶ネクタイ 大人気！加工食品

取引先マジェルカさん(東京・
吉祥寺 ) にて販売させていた
だいている蝶ネクタイが大人
気！東京には“蝶ネクタイ女
子”がいるそうですよ。ワン
ちゃんにもおすめです♪注文
販売もいたしますので、お気
軽にお問い合わせください。

地域お仕事班（農作業班）
が作った薪がとってもお買
い得です。冬場のお仕事
も随時募集しています！

●雑木広葉樹・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・一束 300円

●細枝（雑木広葉樹のみ）・・・・・・・・一束 200円

●ハンパ薪…コンテナ一杯・・・・・・・・・・・・・300円

●木端…コンテナ一杯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100円
（ハンパ薪、木端はコンテナまたは米袋持参で50円引き）

 信州のフルーツを乾燥させた“信州
みっくす”｡そのままでも美味しいで
すが、ヨーグルトとの相性もバツグン！
お子様のおやつ、お茶のお供にいか
がでしょうか？

お問い合わせはこちらまで
OIDEYOハウス ☎0268-73-0005
乾燥工場 ☎0268-73-2292
お気軽にご連絡ください♪

HP  http://oideyohouse.com/
twitter  @OIDEYO2
Facebook  OIDEYO
もチェックしてみてください。

第14回 アースデイin佐久

4月23日㈯/10:00～15:00

販売会のお知らせ

会場●佐久市民交流ひろば（イオン西側）

みどり大根はこの時期限定の加工
食品。水に戻して、煮物や酢の物、
炒め物などにどうぞ！
加工食品の詳細は乾燥工場まで
☎0268-73-2292


