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福 祉サービスの 理 想 像 を
求めて常に前 進する

一 人ひとりの 人 格 を大 切に
生きる喜び・働く喜びを知る
社 会に開 かれた活 気に満ちた環 境 を創る

常に深 い感 謝 の 心 を
もって自ら行 動する

太 陽の心で

社会福祉法人

壷井

朝日園

理事長

邦子

感 謝
立春とはいえ︑寒さ厳しい折柄︑皆さまには益々ご清栄のこ
ととお慶び申し上げます︒
お陰様で︑社会福祉法人朝日園の各事業はおよそ計画どおり
に推移し︑新年を迎えることが出来ました︒これひとえに︑地
域の大勢の皆さま方の温かいご支援ご協力の賜と︑心から厚く感謝申し上げます︒

明るいきざし
昨年十二月四日︑国連の障害者権利条約に︑参議院本会議において全会一致で批准
することが可決されました︒我が国は︑批准に向けて︑障害者基本法改正や障害者差
別解消法などの法整備を進めて︑今日に至っています︒先進国としては遅い批准です
が︑﹁全会一致﹂ということに︑とても明るさを感じています︒障がい者を取り巻く
あらゆる環境が︑良い方向へ変化していくことが確信できます︒ただし︑我が国が︑
平和な社会であることが前提にありますが︒
障がい者の自立支援ひとすじに歩んできた当法人としての使命として︑これらのこ
とを広く社会に啓発すると共に︑実効性あるものとすべく推進行動してまいります︒

太陽の心で
当法人の理念の一つ﹁人権尊重︑障害者の自立と社会参加﹂につき︑今一度︑確認
します︒一人ひとりの人格を大切に︑生きる喜び︑働く喜びを知り︑社会に開かれた
環境を創ることに加え︑障がい者自らが望む生活ができる社会であることです︒これ
の実現のためには︑今までの経験からして︑長い年月が必要であり︑地域のみなさま
大勢のご理解とご協力が不可欠です︒そのために︑私たちは︑太陽の心をもって希望
の光を地域の皆様に届ける努力をして参ります︒﹁太陽の心﹂とは︑明るく︑広く︑
一人一人がこの気持ちで実践すれば︑
強く︑熱く︑優しく︑分け隔てなく︑いつも …
きっと明るい未来が待っていることでしょう︒

これから
初代理事長白井要平氏が慈善的に設立し︑その趣旨である﹁働いて障がい者の自立
を﹂との精神を継承するとともに︑社会福祉法人の公益性・公共性に鑑み︑また︑社
会福祉法人の役割につき︑地域の皆様にご理解いただけるよう情報公開し︑透明性の
ある経営を心掛けてまいりますので︑今後ともどうかよろしくお願い申し上げます︒
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報 恩 感 謝
人権尊重、障害者の自立と
社会参加を支援
福祉サービス 質の向上
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社 会 福 祉 法 人 朝日園の理 念

障害者支援施設

年賀式
冬休みも明けた1月6日
㈪、朝日園では年賀式が行
われました。今年は冬休み
も少し長く、皆さん気持ち
も新たに参加されました。
平成26年が良い一年にな
りますように！

障害者支援施設 朝日園
管理者 髙橋 英雄

新年度に向けて

生活介護の行事
レオマバリアフリーデー
9月25日㈬、レオマワール
ドで行われたバリアフリーデ
ーの催し行って来ました。広
い園内には沢山のアトラクシ
ョンがあり、皆さんそれぞれ
に楽しまれていました。

色々なアトラクシ
ョンに乗りまし
た。お土産も買え
てとても楽しかっ
たです。

障害福祉サービス事業所

つぶすのは
任せて！

障害者優先調達推進法が施行されて間もなく１年が
経とうとしています。今、少しずつではありますが各
行政から仕事の見積もり、発注依頼のお声が掛かって
きており、大変うれしいことと思っております。
同時に朝日園は開園以来、地域の会社・年賀状の印
刷を含めた多くの方々から仕事を頂いていることによ
り、働く意欲のある利用者様の日々の生産活動が支え
られてきたことに関しましては本当に感謝しなければ
ならないことだと感じております。
また、平成27年度には報酬改定が行われ、平成28
年度を目途とした障害者総合支援法の「施行後の3年
の検討」の議論が始まります。この「3年後の検討」
の中には私たちの障害者就労支援施設の在り方も含ま
れております。
こうした福祉制度の流れを見つつ、法人の基本理念
「報恩感謝」「人権尊重」「福祉サービス質の向上」
の3つを職員一同忘れずに日々の支援に携わってまい
ります。

朝日平成園
朝日平成園
管理者 菅谷

楽しい調理クラブ活動
食欲の秋には打ち込みうど
ん、クリスマスにはデコレー
ションケーキ、そして自分た
ちで収穫したサツマイモでス
イートポテトを作りました。
利用者様の普段見せない表
情や動作に驚かされます。
これからも皆さんと一緒に
工夫しながら四季を楽しみた
いと思います。

朝日園

拓

年頭の挨拶
昨年、朝日平成園は大きな節目である開園20周年記念式
を行いました。それも利用者様や家族の方々を始め、地域
の皆様、関係者の皆様のおかげです。本当にありがとうご
ざいます。今年は21年目。初心に立ち返り、おごることな
く、また利用者様1人ひとりが明るく生き生きと暮らせるよ

このあと
おいしく
いただき
ました

う、これまで以上の質の高い自立支援を提供していくとと
もに地域福祉の拠点としての役割を果たせるよう、職員全
員がひとつになって全力で
どうだ！
うどんだ！

邁進していきたいと思いま
す。今後ともよろしくご支

あ…明るく、元気に
さ…ささやかなる幸せを大切に

援、ご協力、ご指導のほど

ひ…日々、健康で

お願い申し上げます。蛇足

へ…へっちゃらで

ではありますが「朝日平成

い…いきがい、喜びをたくさん見つけて

園」であいうえお作文を作

せ…せいいっぱい

りました。よろしくお願い

い…いきることを

します。

えん…エンジョイする

障害福祉サービス事業所

紙芝居の朗読

ミニ運動会

8月21日㈬

10月7㈪〜11㈮

すずらんでは、今年
度より新しい行事とし
て、紙芝居の朗読を行
っています。
いろいろな場面ごと
に笑ったり、真剣な表
情で聞き入っていたり
と楽しんでいただいて
います。

地域活動支援センター

すずらん
ペットボトル倒し、○×
クイズ、ボールリレー、爆
弾風船バレー、お菓子食い
競争など、１週間日替わり
の競技を行いました。
皆さん、道具を使った
り、職員が支えたりして、
一生懸命競技に参加されま
した。

あさひ

ピザ作りに
挑戦!!

福祉のつどいを見学

十日えびすの日
11月12日㈭、福
祉のつどい、12月
14日㈯、じんけんフェスタinさぬきに参加しまし
た。ダウン症の書道家、金澤翔子さんの書道ライブ
と金澤泰子さんの講演会にとても感動しました。

利用者様が楽しみに
しているピザ作り。
今回も生地から作ったボリューム
たっぷりのピザ完成!!

朝日つばさで避難訓練を
行いました！

福祉ホーム

1月10日㈮、東浜恵比寿神社
に参拝しました。

朝日つばさ

11月30日㈯に朝日つばさにて防災訓練を行いまし
た。今回は利用者様・職員はもちろん家族の方も合わせ
て19名の参加となりました。菅谷管理者より防災につ
いての話の後、DVDにて防災学習、災害時の備えにつ
いて防災備蓄品（携帯トイレ、備蓄食等）の紹介、備蓄
食の検食を行いました。あらためて防災や備蓄食などの
非常時の対応を考えた有意義な一日でした。

障害者生活支援センター

あい

平成25年4月1日から 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援法） が施行さ
れ、難病患者等も障害福祉サービス等の対象となりました。
制度の谷間のない支援を提供する観点から、障害者の定義に新たに難病等（治療方法が確立していない疾病その他の特殊の
疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者）を追加し、障害福祉サービス等の対
象とすることで、今までは症状の変動などにより、身体障害者手帳の取得ができないが、一定の障害がある方々に対して障害
福祉サービスを提供できるようになりました。
これまで補助金事業として市町村において実施されていたホームヘルプサービス、短期入所、日常生活用具給付だけでな
く、新法に定める障害福祉サービスに広がりました。
詳しい手続きの方法などは市町村の担当窓口及び相談支援事業所までお問い合わせください。
障がい者の方や家族の方から相談を受け、
ご希望により訪問もしております。
まずは、
お電話ください。

月〜金
9：00〜17：00
第1・3土曜日 9：00〜12：00

Tel. 087-847-1021
Fax. 087-847-1031

研修旅行
W in 小豆島 E

・お刺し身やお素麺がとても美味しかったです。また食べ
・お父さんと一緒に行けて良かった。（朝日平成園：畠さ
・一泊が出来てホテルの料理がおいしかったです。また行

昨年2013年は3年に 1度開催される瀬戸内国際芸術祭の年でした。
そこで近いけれども、なかなか行くことがなかった小豆島へ研修旅行へ！
どんな旅だったのでしょうか？
参加された利用者様に聞いてみました。

寒霞渓が
エンジェル
（朝日平成

S

★一泊二日 朝日園・朝日平成園
１０/30㈬〜３１㈭ 34名参加
【1日目行程】
高松港〜土庄港(車窓にて作品見学)⇒エンジェルロード公園⇒
小豆島国際ホテル⇒作品見学⇒オリーブ公園⇒マルキン記念館⇒ホテル
【２日目行程】
ホテル⇒寒霞渓⇒二十四の瞳映画村⇒小豆島ふるさと村⇒
池田港〜高松港
★日帰り 朝日園
１１/２㈯ 21名参加
★日帰り 朝日平成園・すずらん
１１/３㈰ 44名参加
【行程】
高松港 〜草壁港 ⇒ オリーブ公園 ⇒
マルキン醤油記念館 ⇒ 二十四の瞳映画村 ⇒
池田港 〜高松港

ホテル

（

土庄港
池田港
エンジェルロード公園

おいしいご飯
買いました。

小豆島ふるさと村

・小豆島は良い所でした。楽し
かったです（朝日園：井澤さん）
・船を見れて おもしろかった。
（朝日平成園：島田さん）

高松港へ

べに行きたいです（朝日園：小林さん）
さん）
行きたいです。（朝日平成園：十河さん）

池田港にて集合写真（一泊二日）

が寒かった。
ェルロードが印象に残っています。
成園：大嶋さん）

寒霞渓

オリーブ公園では小さなオリーブの実が
たくさん成っていました。
（朝日園：松原さん）

オリーブ公園

飯を食べ、お土産を
。（朝日園：安富さん）

マルキン記念館

・醤油のソフトクリームがおいしかったで
す。醤油のソーダーはビミョー。
（朝日平成園：安藤さん）
・醤油のソフトクリームがおいしかったで
す。また行きたいです。
（朝日平成園：野崎さん）
・お父さんと久しぶりに旅行ができて楽しか
ったです。醤油のソフトクリームがおいし
かったです。（朝日平成園：中山さん）

二十四の瞳映画村
仲間と旅行ができて楽し
かったです。醤油のソフ
トクリームを２個食べま
した。おいしかったで
す。（朝日平成園：瀬島
さん）

雨だったけど昔の学校が見れて良かった。今年は違う県に行きたいです。
（朝日平成園：荒木さん）

しょうゆソフトクリームがおいしかったです。
（すずらん：清水さん）
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障害者支援施設

年賀式

まだ夏の暑さが
残る九月︑法人合
同バーベキュー大
会を行いました︒
焼肉︑農園で採れ
た野菜︑焼きそば
やおにぎり︑かき
氷など料理も色々
と用意されまし
た︒
ビンゴ大会や音
楽も有り︑会場は
大変盛り上がりま
した︒

障害者支援施設 朝日園
管理者 髙橋 英雄

新年度に向けて

▲ひたすら焼きます！

▲職員だって頑張ります！

年頭の挨拶
昨年、朝日平成園は大きな節目である開園20周年記念式
を行いました。それも利用者様や家族の方々を始め、地域
の皆様、関係者の皆様のおかげです。本当にありがとうご
ざいます。今年は21年目。初心に立ち返り、おごることな
▲熱唱！カラオケコーナー
▲会場の様子
う、これまで以上の質の高い自立支援を提供していくとと
12/28
もに地域福祉の拠点としての役割を果たせるよう、職員全
㈯

員がひとつになって全力で
どうだ！
うどんだ！

邁進していきたいと思いま
す。今後ともよろしくご支
援、ご協力、ご指導のほど
★カラオケが楽しかった
です（朝日園：横山さん）

▲一杯どうぞ♥
お願い申し上げます。蛇足

あ…明るく、元気に

忘年会

▲朝日平成園での様子

拓

▲地域の子どもの
絵画展示の様子

法人合同の忘年会が
トレスタ白山で行われ
ました︒今年は仮装パ
ーティー︵？︶という
こともあり︑いつもよ
り賑やかな忘年会にな
りました︒

▲朝日園での様子

朝日平成園
管理者 菅谷

く、また利用者様1人ひとりが明るく生き生きと暮らせるよ

このあと
おいしく
1/6
いただき
㈪
ました

年賀式

つぶすのは
任せて！

▲絶品☆塩焼きそば！

新しい一年が始まりました︒今年も元
気で仕事に︑行事に︑スポーツに︑いろ
いろと頑張りましょう！

食欲の秋には打ち込みうど
ん、クリスマスにはデコレー
ションケーキ、そして自分た
ちで収穫したサツマイモでス
イートポテトを作りました。
利用者様の普段見せない表
情や動作に驚かされます。
▲素晴らしいパフォーマンスでした
これからも皆さんと一緒に
工夫しながら四季を楽しみた
いと思います。

ックショー
マジ
キ！
ド

朝日平成園

障害福祉サービス事業所

楽しい調理クラブ活動

10/26
㈯

獅子たちの里 三木まんで願︒

福祉のつどい

サンポートホールで
行われた﹁福祉のつど
い﹂に平成バンドが参
加しました︒大きなホ
ールで沢山の観客を前
に素晴らしい演奏を披
露しました︒

11/12
㈫

今回で二回目となった
三木町﹁獅子たちの里 三
木 ま ん で 願 ︒ ﹂に 参 加 し
ました︒定番﹁塩焼きそ
ば ﹂は 好 評 で 売 り 切 れ ま
した︒

色々なアトラクシ
ョンに乗りまし
た。お土産も買え
てとても楽しかっ
▲お楽しみ抽選会！
たです。

地域ふれあい秋祭り

レオマバリアフリーデー
9月25日㈬、レオマワール
ドで行われたバリアフリーデ
ーの催し行って来ました。広
い園内には沢山のアトラクシ
ョンがあり、皆さんそれぞれ
に楽しまれていました。▲ゲストの皆様、ありがとうございました！

2013. 9

障害者優先調達推進法が施行されて間もなく１年が
経とうとしています。今、少しずつではありますが各
2014. 1
行政から仕事の見積もり、発注依頼のお声が掛かって
きており、大変うれしいことと思っております。10/12
㈯
同時に朝日園は開園以来、地域の会社・年賀状の印
刷を含めた多くの方々から仕事を頂いていることによ
り、働く意欲のある利用者様の日々の生産活動が支え
られてきたことに関しましては本当に感謝しなければ
ならないことだと感じております。
また、平成27年度には報酬改定が行われ、平成28
年度を目途とした障害者総合支援法の「施行後の3年
の検討」の議論が始まります。この「3年後の検討」
の中には私たちの障害者就労支援施設の在り方も含ま
れております。
こうした福祉制度の流れを見つつ、法人の基本理念
「報恩感謝」「人権尊重」「福祉サービス質の向上」
ドキ
の3つを職員一同忘れずに日々の支援に携わってまい
ります。

秋と言えば地域ふれ
あい秋祭り 地域ふれ
あい秋祭りと言えば
秋！ という程浸透し
た﹁地域ふれあい秋祭
り﹂が今年も朝日園で
開催されました︒
司会の桂こけ枝さん
を始め︑コーラス・手
品・楽器演奏等沢山の
ゲストの方が会場を楽しく盛り上げてく
れました︒
地域の子どもたちの絵画・書道展示や
バザーも開催され︑多くの方に来園いた
だきました︒
地域の中・高校生や大学生のボランテ
ィアのおかげもあり︑文字通り色々な方
とふれあえた一日でした︒

生活介護の行事

朝日園

〜

冬休みも明けた1月6日
▲ひたすら食べます！
㈪、朝日園では年賀式が行
われました。今年は冬休み
も少し長く、皆さん気持ち
も新たに参加されました。
平成26年が良い一年にな
りますように！

合同バーベキュー大会

delic

さ…ささやかなる幸せを大切に
ひ…日々、健康で
へ…へっちゃらで

ではありますが「朝日平成

い…いきがい、喜びをたくさん見つけて

園」であいうえお作文を作

せ…せいいっぱい

りました。よろしくお願い

い…いきることを

します。
▲園歌を歌って締めくくりました

えん…エンジョイする
▲BINGO!

▲おいしい？

香川県障害者スポーツ大会
9月7日㈯、丸亀市陸上競技場にて香川県障害者スポーツ大会が開
催されました。雨が時折降るあいにくの天候でしたが、多くの施設
や学校が参加され、華々しく競技が行われました。入賞出来た方、
出来なかった方もお疲れさまでした。
★100ｍ走に参加しました。その時もらった賞品の時計を今使って
います。（朝日園：杉山さん）

全国障害者スポーツ大会

氷上小学校卓球交流大会
8月8日㈭、氷上小学校卓球
交流大会がＢ＆Ｇで開催されま
した。卓球バレーという種目で
小学生と交流しました。
★仕事場から離れ、仲間と一緒
にプレーすることが出来、
楽しかったです。
（朝日園：英さん）

第13回 全国障害者スポーツ大会 「スポーツ祭2013東
京」が10月12日〜14日にかけて開催されました。法人朝日園
からは２名が香川県代表として参加されました。
朝日園からは鈴木誠二さんが参加されました。種目はフラ
イングディスク（アキュラシー5ｍ）5位、ディスタンス立位
８位でした。
朝日平成園からは岩﨑学さんが参加され、ソフトボール投
げ（5位）とジャベリックに参加されました。

サッカー観戦
7月28日㈰、カマタマーレ讃
岐×Y.S.C.Cの試合を観戦に丸亀
市陸上競技場に行って来まし
た。一生懸命応援した甲斐合っ
て（？）カマタマーレが勝ちま
した！

★鈴木 誠二さん（写真左 朝日園）
大きな大会でとても緊張しました。メダルは取れませんでした
が、
とても良い経験が出来ました。今後もスポーツ大会に参加し
たいです。
★岩﨑 学さん（写真右 朝日園平成園）
香川県代表として誇りを持って参加した。同じ障がいを持った選
手との競技で力んでしまい、
自己最高記録は出せなかったが参
加して良かった。大会役員、
ボランティアの方々と交流ができ視
野がひろがったように想える。
また新たな気持ちで今後のスポー
ツ活動を送ろうと思う。

★当日は沢山のサポーターの方
達と応援ができて、
とても楽し
かったです。
（朝日園：
穴吹さん）

月〜平成

安田 克己 様

月曜日だけですが、元気
で楽しく頑張っています
ので、
これからもよろしく
お願いします。
(H25.9 利用開始)

泉川 ひとみ 様

ボルトナットの作業や行
事が楽しいです。
(H25.10 利用開始)

土居

徹様

元気に通います。
(H25.10 利用開始)

後藤

健児 指導員

三年ぶりに愛媛から地元香
川に帰ってきました。皆さ
んよろしくお願いします。
趣味はドライブです。
（H26,1. 入社）

瀬嶋

亮介 様 四宮

譲二 様

趣味は映画鑑賞です。 リハビリのため絵を描いて
います。宜しくお願いしま
元気で頑張ります。
(H25.8. 利用開始)
す。(H25.6. 利用開始)

上野

善宏 様

水泳が得意です。よろ
しくお願いします。
(H26.1. 利用開始)

六条

康仁 様

作業に真剣に取り組ん
でいます。日々努力し
ていきたいと思いま
す。(H25.6 利用開始)

冨田

啓二 様

宜しくお願いしま
す。
(H25.4. 利用開始)

朝日園︵就労継続支援Ｂ軽作業︶

朝日園︵生活介護︶

年１月ご利用開始の方︵掲載を希望されない方は除いております︶

26

新職員紹介
朝日園︵職業指導員︶

年

4

朝日平成園︵就労継続支援Ｂ︶

平成
25

よろしくお願いします！

新利用者様紹介

福祉サービスについて困ったり、
改善してほしいことはありませんか？
よりよいサービスを提供するために、皆さんのご意見（苦情）
をお聞かせください。第三者委員に直接相談することも可
能です。
苦情解決責任者 髙橋

英雄・菅谷

拓

苦情受付担当者 伊豆野敦教・高橋寿美代・鈴木美砂江

第三者委員

平賀

啓子・安西

香織・髙橋

森山

重良・岡崎

吉隆

幸代

平成25年5月2日〜平成25年12月3１日現在までの苦情受付

◆朝日園 １件
清掃に関する問題で、話し合いで解決しています。
◆朝日平成園 １件
送迎に関する問題で、話し合いで解決しています。
◆朝日つばさ １件
居室に関する問題で、話し合いで解決しています。

表

彰

優良安全運転管理事業所表彰
朝日園

全国健康保険協会香川支部より

健康保険委員表彰
谷口

純一（朝日園）

（社福）全国社会福祉協議会
全国社会就労センター協議会より

永年勤続表彰20年
藤井

剛（朝日平成園）

新聞でエコバッグを作ってみませんか？
朝日園では現在、
新聞を折って作るエコバッグを生産していま
す。受注量が多く、
全て手作業の為、
ボランティア
の方のご協力もいただきながら作業しています。
お手伝い頂ける方は下記までお電話下さい。作り
方は指導員がお教えします。お待ちしております！

朝日園（セルプ課） 087−898−2323
これからの予定

2014年

2月 障がい者就職面接会
うたづええもん市
香川県障害者福祉セミナー
3月 法人朝日園理事会・評議員会
AIP発表大会
4月 朝日園開園38周年式典・花見

印字科（朝日園） 010

印字科では現在９
名の利用者様が作業
されています。
朝、その日の仕事
をそれぞれ「名刺担
当の方」「封筒担当
の方」「プログラム
▲オンデマンド印刷機
や 小 冊 子 担 当 の
方」、というふうに割り振ります。編集専用ソフトを
使い、版下データを作成します。データが出来たら紙
にプリントし、校正作業に流れます。ここで文字の間
違いが無いか、指示通りの内容になっているかをチェ
ックし、間違いが無ければ版を出力します。印字科に
は他にも「オンデマンド機」という版のいらない印刷
機もあり、これを使った製品も作っています。利用者
の皆さんがそれぞれに得意な分野で強い責任感を持っ
て作業されています。
★封筒担当 片岡良平さん
私は主に封筒のレイアウトや製版を担当していま
す。朝、伝票が回ってきたら、過去のデータを出力
し、校正へ回し、指示を待ちます。OKが出たら製版を
します。スキャナーを使って会社のロゴマークや社名
をデータ化することもあります。それらを忠実に再現
するところが一番難し
い作業です。自分が携
わった製品を見かける
ことがあると、自分達
が作った製品が社会の
中で流通していること
を実感出来、嬉しく思
います。
▲スキャナー作業

香川県警察本部長・
香川県安全運転管理連絡協議会長より

社会福祉法人

現場の

2月〜4月

成人
濵村

おめでとうございます

悠希（朝日園 職業指導員）

この度は、
新成
人のお祝いをし
て頂き、
ありがと
うございます。こ
れからは今まで
以上に自分の行
動に責任を持って、
一生懸命頑
張りますので、
よろしくお願いし
ます。

川松 奈々美（すずらん生活支援員）
この度は、
私の成
人 式にとお心 のこ
もったお祝いをあり
がとうご ざ いまし
た。まだまだ未熟で
すが、
これからはも
っと責任を持った行動がとれるよう
心がけていきたいと思いますのでど
うぞよろしくお願いします。

年賀状印刷のお礼
昨年は多くの方に朝日園の年賀状印刷をご注文頂
き、誠に有り難うございました。
引き続き社会福祉法人朝日園の活動にご理解、ご協
力を賜りますようお願い申し上げます。
職員・利用者一同

