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忘年会・クリスマス会特集

ライフステージかりがね忘年会
12月23日にライフステージかりがね忘年会
がありました。職員の紹介も音楽に乗せて
替え歌にして利用者さんならびに保護者さん
に分かりやすくお伝えできよかったと思いま
す。皆さんの笑いを誘い賑やかに楽しむ事が
出来ました。その後も新人職員の出し物があ
り、みなさん大いに盛り上がり一年の締めく
くりとして心に残る忘年会となりました。

共同生活サポートセンター
クリスマス会
12/21（ 土） 今年も各ホームに…
サンタさんがプレゼントを持って、
ト
ナカイさんと訪ねてきました. ｡ . : * ･ ﾟ
Merry-X'mas:*･ﾟ｡:.*
各ホームでは…希望クリスマスメ
ニュー・一 緒に食 事 作り・歌やゲー
ム・イルミネーションを見に行ったり等…。楽しい夜を
過ごされたようです☆

風の工房

クリスマス会

12月20日、風の工房でクリスマス会が開かれ
ました。
工房オリジナルツリーを飾りつけたり、おい
しいケーキを食べたり、サンタさんからプレゼ
ントをもらったり・・・。
ご家族の方々にも参加して頂き、笑顔の溢れる楽し
い時間を過ごすことができました。
また楽しい企画を用意して、お待ちしています♪
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アトリエ Fuu 忘年会
去る12月28日、上田市内にある『ひな詩の湯』でア
トリエFuuの忘年会を行いました。
共同生活サポートセンターのH美さんの『もうどうに
もとまらない』は圧巻のパフォーマンス。その他の利
用者さん達も宴会、カラオケ、温泉と、思い思いの時
を過ごして、一年のアカを落としました。

一 筆 啓 上

福祉は誰のために

山本譲司さんの講演を聞きました。山本さんは、自ら

談支援の人たちから話をうかがうと、支援の難しい人た

の刑務所での体験を基にした「獄窓記」の著者で、

ちはなかなか受け入れてもらえないという地域が多いよう

罪に問われた人たちの支援をしています。山本さんによ

です。本来福祉は、真に生活のしづらさを抱えた人た

ると、矯正施設等（刑務所や少年院等）にいる人たち

ちのために存在しています。一般社会の中で過ごせそ

の半数以上は何らかの障がいのある人たちだそうです

うな人たちは、できる限り支援を少なくして一般社会の

▼現在、障害福祉分野では、矯正施設等からの退所

中で暮らすことが適切なあり方といえます▼山本さんは、

者の受け入れについての取り組みが始められています。

「矯正施設等は福祉の後始末をしている」と語ってい

「地域生活定着支援センター」が各都道府県に設置

ます。本来であれば、「犯罪者」のレッテルが張られる

され、刑期を満了した人たちの暮らしの場を確保するた

前に、福祉サービスによって支援され、一般社会で過ご

めにセンターのスタッフが、日夜全国を飛びまわっていま

せた人たちだったのでしょう▼矯正施設等の退所者だけ

す▼障がいのある人たちに福祉サービスを提供する事

でなく、支援が難しい人にこそ手厚い支援が提供される

業所は、入所施設を除くと年々増加をしています。利

ことが必要です。加えて、１つの事業所や機関にすべ

用者も増えています。事業所が増えることについては好

てを委ねるのではなく、行政も含めた関係者のネットワー

ましいことです。しかし一方で、相談に与かっている相

クでの重層的な支援が望まれます。
（あ）
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探検隊！ 17
第

共同生活
サポート 初詣へいってきたよ
センター 〜 何をおねがいしたのかな？ 〜
真田地域グループホーム
１２月３０日／一年のアカ落としに
『あいそめの湯』へ行ってきました。
そして…年が明け１月１日*｡:.ﾟｱｹﾏｼﾃヽ(´∀｀)ﾉｵﾒﾃﾞﾄｳﾟ.:｡+ﾟ
夜中１２時：行きたい方と夜勤者で曲尾地区の宮原神社へ
１月３日（金）／全員初詣へ行ってきました。
毎年サポートセンターは生島足島神社・北向観音・真田神社と三箇所の中から
行きたい場所をご自分で選んで頂き参拝へ…。お昼は美味しいものを食べて戻
られました。

宮原神社（曲尾地区）

今年は何をお願いしたのかな？
○病気を治してください(´・ω・｀)
○みんなが幸せでいられますように☆

○絶対就職できますように！
！
○秘密！言うと叶わなくなっしゃうモン♥

みなさんの願いが叶えられますように…。
スタッフ一同、支援させて頂きます(＠≧ω≦)

上田地域グループホーム
新年を迎え、今年一年が充実した年になるよう、生島足島神社へ初詣に行ってきました。
それぞれが自身の健康や安全を祈願し、
また一緒に暮らす仲間が幸せな一年を送ること
ができるようお願いしたそうです。

Ｍさん：元気な一年にしたいんだ〜。あとは…うふふ。
Ｏさん：みんなの健康が一番だね！

Ｙさん：仕事を頑張りたい。
あとは緊張しないようにする！

１月11日・１２日 どんど焼き
１１日：曲尾地区 １２日：大畑地区
前日の夜、
ホームの皆さんとカラフルなまゆ玉を作り、みんなでどんど焼きに参加しました。
会場では、地域のみなさんが声を掛けて下さったり、焼いて下ったり…。とても嬉しく感じて
おります。
※毎年,柳の木をご近所の横沢さん宅で頂いております。ありがとうございます(*ﾟ▽ﾟ*)

✿感謝の気持ち✿
曲尾地区・野辺の方（ひなやま・尾澤・うらら・ここね）： 地域の方が１２月３１日暮れの挨拶に来て下さいました。
１月11日どんど焼き参加。２月15日新年会、ホーム主催の行事に参加して下さり有り難いと思っております。
大畑地区（よつばの家）：12月14日地域忘年会に参加。１月１２日どんど焼き参加。
いつも声を掛けて下さり嬉しく思います。
殿城地区（わわ）では、１月１１日地域の新年会に参加。今後も交流が深められるよう努めたいと考えております。
上田地区（ジョイ・きらら）では、どんど焼きやお餅つきに参加し、楽しく過ごされたようです。
☆地域の皆様には、本当に感謝しております。改めて…。 本年も宜しくお願い致します ( ´ ▽ ̀ )ﾉ
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風の工房

季刊

宮下よしつぐ展「夢は等身大！」

みんなで遊んで写真を撮ろう開催

昨年の12月7日宮下よしつぐ展「
夢は等身大！」の特別イベントとし
てライフステージかりがねコミュニ
ティ・カフェで、みんなで遊んで写
真を撮ろうを開催しました。会場で
は参加された皆さんの夢を感じた
ままにダンボール紙に自由に描き
ました。そして、もう一つの夢は宮
下よしつぐさんが作品のハイエー
スを運転して、みんなで海に行き写
真を撮ることでした。夢がカタチに
なりステキな笑顔でいっぱいの素
晴らしいイベントになりました。
ありがとうございました。
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※敬称略させていただきます

吉野修通 柳沢仲治 酒井喜一 田村ひとみ
かないことぶきクラブ 柳澤正敏 杉原弘 山宮豊
西沢勝典 春原道昭 金沢秀明 真田中学校
㈲加藤製作所 池田恵一 山口ケサミ
㈲三アイ・真田フルーツセンター西川清一 森泉綾
花岡尚 小井土昌廣 匿名希望
以上 タオル、牛乳パック、大根、じゃがいも、米、
バナナ、林檎、みかん、長葱、衣類他

寄付金
㈱石原産業社員一同
合計 196,300 円

平成 25 年度運営会員ご入会者
■長野県 若林喜久雄 佐藤政弘 佐藤琢磨・結花
小林彰 小川原泰代 北澤礼子 東信福祉事業協
同組合理事長田中健 甲田好孝 伊波敏男
金井眞智子 中村瑞穂 桜井三子 田玉志げ
内堀眞也 小林清英 水野荘太郎 工藤量男
㈱アオヤギ印刷青柳順一郎 嶋崎忠孝
半田真紀子 小宮山久美子 宮下正 長沢征史
西沢三枝子 依田貞男 宮入久代 荻原みよ子
松浦千鶴子 栁澤信司 小林敦子 荒井道子
金井今朝輝 尾﨑友則 芝田菊江 堤弥子
宮下智 尾澤友茂 久保田由夫 中島房枝
大和いずみ 竹田民子 小山美智子 西沢美乃留
滝沢泉 米持健二 守谷晴美 桂川彰雄
清水君枝 宮嶋正範 高山静子 久保田哲
山越重信 尾島信子 大野征子 高村京子
金井さち子 宮本智夫 矢島節子
■北海道 岩見晴美 ■青森県 上條勝芳
■山形県 杉本卓洲 ■宮城県 石川明子

おたより
平成25年10月1日～平成25年12月31日

●時間がとれたら、バイクで訪問
したいと思っております。

東京都 Ｎ様
●貴会のために多少なりともお役
に立てたならば幸いです。

東京都 Ｔ様
●私も障害者ですのでほんのしる
しばかりです。 埼玉県 Ｎ様
●岩見太市さん逝去を悼む

埼玉県 Ｍ様
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平成25年10月1日～平成25年12月31日

■東京都 本田栄一 漆原正 宇野正宏
西脇正雄 田中良昭 友松浩志 中嶋泰子
沼田小織 佐伯正則 佐々木真理子 嶋崎幸雄
高橋冨美枝・昭典 谷本三恵子 遠藤供子
松本亜紀 ■神奈川県 土方栄理 小井土光生
下條安雄・幸代 栗原弘子 南木雅子
大浦かず子 ■千葉県 三上祥司
㈱中村薬局中村克彦 ■栃木県 猪越敏子
丸山孝 ■埼玉県 中村勇 牧内操 庄子幸子
沖利三男 安達源治 山田大輔 森澤将
■群馬県 臼井喜信 ■静岡県 曾根昌邦
■愛知県 退休寺 森口利子 服部廣 鈴木幸治
青木保裕 ■新潟県 丸山政弘 ■福井県
渡辺登美子 ■石川県 宮元直樹 ■京都府
籔内淑子 宮木つや子 ■山口県 綿原輝則
■熊本県 山下久恵
（平成25年12月31日現在）

平成 25 年度運営会費納入金額
会員数（名）

会費（円）

長野県

120

846,487

北海道

1

25,000

東北地方

4

26,000

関東地方

34

187,000

中部地方

5

24,000

北陸地方

4

34,000

近畿地方

4

28,000

中国地方

1

3,000

四国地方

0

0

九州地方
合計

1

10,000

174

1,183,487

日頃運営会員の皆様から、会費振込用紙の通信欄やお
手紙、年賀状等を通して温かいメッセージを頂戴致しま
す。お名前はイニシャルにさせて頂きます。皆様からのご
意見・ご感想をお待ちしております。
●皆さんお元気でしょうか。ささ
やかですが、続けさせていただ
きます。
東京都 Ｔ様
●岩見さんのご逝去、心よりお悔
み申し上げます。

神奈川県 Ｋ様
●今年は厳しい寒さになりそうで
すネ !! どうぞ皆様、風邪等ひか
れません様に !! 元気 !! 元気 !!
で、又一年楽しい年になります
様 !!
埼玉県 Ａ様

●岩見太市さんお悔み申し上げま
す。（中略）かりがね学園創設
の時からのお付き合い、交誼さ
せていました。とても良い方で
した。淋しい限りです。

東京都 Ｅ様
●いつもお便りを送って頂き有難
うございます。（中略）岩見先
生のお墓に最近皆さんでお参り
させて頂きました。

長野県 Ｏ様
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真田地域

人物探訪

横尾区

倉島今朝徳氏

第二回

若林幸正

（プロ野球選手）

社会福祉法人かりがね福祉会元理事（角間自治会在住）

長村からプロ野球選手誕生

生時は主将で4番に座って攻守のかなめとし

長村横尾区出身、倉島今朝
徳氏が、昭和39年にプロ野球

てチームを引っ張った。
○昭和39年

プロ野球球団国鉄スワローズ

選手として国鉄スワローズ

（現ヤクルト）に入団。打者として阪神江

（現ヤクルト）に入団。全町

夏投手の球をよく打ち、打撃は一級と評価

真田地域
民の感動と喜びが昨日のよう

人物探訪

されている。

に思われる。彼の回顧録によ

○昭和44年 筋肉断裂。盲腸炎と病魔に見舞

ると、長村中学3年の時、野球

われる。自分から野球生活に終止符をうっ

部のない同校で急遽チームを

た。その後、球団常務、球団専務として球

若林幸正
編成し、捕手で4番打者として攻守に活躍し優

団の発展と選手育成に尽力する。

勝したことが、人生行路を野球へと変えたと
語っている。

略歴
昭和16年

野球歴
○昭和32年 上田松尾高校野球部で、捕手と
して甲子園に出場。2回戦で前年優勝校平安

して生まれる。
昭和31年

長村立長村小学校卒業。

（現上田高校）
卒業。
昭和35年 上田松尾高校
定時制より本科

高校に3対1で勝利、3回戦で優勝校の広島商
業に5対0で敗退。神津

長村横沢区倉島徳治氏の三男と

昭和39年

プロ野球球団

国鉄スワローズ

（現ヤクルトスワローズ）
に入団。

投手とバッテリーを組
昭和41年

妻

○昭和35年 明治大学野

昭和44年

球団常務、専務と歴任。

球部に籍をおき、故島

平成25年

永眠

み活躍する。

峯子（旧姓鈴木）と結婚。
享年73歳

岡吉郎監督のもと、4年

運営会員ご加入のお願い
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
●上田信用金庫

かりがね福祉会」

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

ミヤシタ

宮下

ハクイツ

博一」
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食品加工頑張っています！
各自が自分の仕事に自信をもって積極的に取り組んでいます。
一人ひとりの力は小さいけれど、協力すると大き
い力になります。

二〇 一 四 年三月

ＯＩＤＥＹＯハウスの商品もお客様に大変喜ん
でいただき、売り上げも順調に伸びています。

乾燥野菜・加工製品

販売先

乾燥えのき・りんごチップス：上田市観光会館・新鮮市真田
うえだ食彩館ゆとりの里
マルシェ国分
小松菜うどん：翁の郷【http://www.okina-no-sato.co.jp/】

今の季節はどんな商品があるのかな?

○リニューアルしたホームページで確認できます!【http://oideyohouse.com/】
○そのほかお問い合わせは【OIDEYOハウス:0268-73-0005】までお気軽にどうぞ!

編
音が近づいてきています。桜やお花見など春のイ

記

今年もとても寒い冬でした。え～るの利用者さ
ん達は寒さに負けず、元気よく音楽村や市民の森
で運動をしています。

ベントが今から楽しみです。
三寒四温と言葉通り気温の変化も激しくなりま
す。それまで身体に気をつけて、風邪を引かない

「冬来りなば春遠からじ」と昔の人は言いました。

ようにしたいものですね。
（松井彩）

■法人本部／ライフステージかりがね／つつじ
〒386-2201
■在宅支援センター・重度包括支援 え〜る
〒386-2201
■共同生活サポートセンター 〒386-2202
■風の工房
〒386-2201
■OIDEYOハウス
〒386-2203
■アトリエFuu
〒386-2202
■希咲館
〒386-2202
〒386-2201
■いこいの家
〒386-2202
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会員・読者の皆様からのご意見・ご感想お待ちしています。
「 機関誌編集委員会」までお寄せ下さい。
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この寒い時期の先には、もうすぐ春がめぐっ

機関誌編集委員会

後

しくなってまいりましたね。

てきます。まだまだ寒いですが、少しずつ春の足

編集

集

みなさまこんにちは。３月に入り日増しに春ら

社 会 福 祉 法 人かりがね福 祉 会

乾燥工場ってどんなところ?
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