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常に深 い感 謝 の 心 を
もって自ら行 動する
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
福 祉サービスの 理 想 像 を
求めて常に前 進する

報 恩 感 謝
人権尊重、障害者の自立と
社会参加を支援

社 会 福 祉 法 人 朝日園の理 念

笑 う 門には 福 き たる

社会福祉法人

壷井

朝日園

理事長

邦子

立春の候︑皆さまには益々ご清栄のこととお慶び申
し上げます︒

旧年中に賜わりましたご厚情に心より感謝申し上げ

ます︒今年度もお陰様で︑社会福祉法人朝日園の各事業は計画どおりに推移

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︒

我が国は昨年一月に国連の障害者権利条約に批准しました︒批准に向け

て︑障害者基本法改正・障害者雇用促進法改正・障害者優先調達法や障害者

虐待防止法の施行・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︒障がい者を取り巻く﹁働く・暮らす﹂環境が︑明るい未来へと歩みだ
したことを確信します︒

障がい者の自立支援ひとすじに歩んできた当法人の使命として︑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るべく︑意義ある一

年に致したく︑みんなで力を合わせて邁進いたします︒

﹁すべての国民が︑障がいの有無にかかわらず︑共生する社会の実現﹂に

は︑まだまだ苦しく長い道のりであると推察します︒が︑当法人の理念でも

あります﹁報恩感謝﹂の心︑つまり︑社会や自然の恵みや物や人などあらゆ

ることに感謝の気持ちをもって︑いつも笑顔で臨めば︑きっと近い将来実現

できるでしょう︒﹁笑う門には福きたる﹂です︒

春近しとはいえ︑まだまだ余寒なお身にしみる季節でございます︒どう

か︑ご自愛くださいまして︑今後ともよろしくご支援︑ご協力︑ご指導のほ
どお願い申し上げます︒
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新しい年を迎えて

障害者支援施設
高橋

朝日園

管理者

英雄

朝日園は︑障がい者の﹁働く・くらす﹂を支えることを目的に︑

ご挨拶

関係各位の皆様

障害福祉サービス事業所

菅谷

朝日平成園

管理者

拓

いつも大変お世話になっております︒朝日平成園は働

う本年も印刷事業を柱として営業活動・良質な製品を提供出来る様

朝日園では︑より高い工賃・賃金を利用者の皆さんに支払えるよ

ど︑少しでも体を動かし︑健康を維持できるように活動を支援しました︒

的に取り入れていきました︒また機能訓練︑リハビリ︑車椅子ダンスな

人一人の表現力を磨きました︒研修旅行やショッピングなどの外出も積極

く・暮らすを支えるべく職員一丸となって全力で取り組んでおります︒昨

利用者並びに職員のレベルアップに努めると共に︑生活介護におき

仕事では従来通り︑食品科では焼き肉のタレ︑ポン酢を製造販売し︑喫

利用者に対し福祉的就労の機会を提供する就労継続支援︵Ａ型・Ｂ

ましては︑障がいの重い方も働くことができる職場環境の整備︑あ

茶セルプでの木曜日営業や高松市役所でのヨロコビふれあいの店などで販

年は高松市のアートリンクプロジェクトでのダンスに取組み︑利用者様一

るいは就労の場から離れた生活の場も含めた支援等︑利用者の方が

売強化・売上アップを目指しております︒また軽作業でのボルトナット作

型︶をはじめ︑生産活動を行う生活介護に取組んでいます︒

希望される様々な〝働く〟ということに係るニーズに応えていきま

朝日平成園では仕事も一生懸命︑あそびも一生懸命を実現して︑利用者

業も順調に取り組めています︒

また︑皆さんに﹁安心で安全なサービス﹂を提供するために︑朝

様・職員の笑顔がより多くみれるように頑張ります︒今年は羊年︒羊は毛

す︒

日園に携っている全ての利用者様・職員の健康保持︑災害・ケガの

を刈ってあげなければいけません︒朝日平成園は特に︑よう儲かる︵羊毛

お近くにお寄りの際はぜひ遊びに来てください︒

刈る︶ように仕事も遊びも頑張ります︒今年もよろしくお願いします︒

︶を法人あげて本年より取
GSHMS

撲滅に向け安全衛生推進活動︵
組んでいきます︒

今年も一年よろしくお願い申し上げます︒

障害者支援施設

朝 日 園
◆軽作業科

納期を守り、同時にミスが出ないように注意して
作業しています。やりがいのある仕事です。
（軽作業科 上野さん）

朝日園軽作業科では徳武産業様より
タオルの封入作業を受注し、メンバー
皆で作業に取り組んでいます。他にも
様々な企業・団体様より働く障がい者
の生産活動にご理解をいただいており
ます。生産活動を通し社会と関わると
いうことを大切にこれからも頑張って
いきたいと思います。

◆移動販売

大変助かって
います！
（朝日園 井口さん）

朝日園では隔週火曜日に移動販売業の方
が来園され、食品や日用品の販売を行って
います。販売場所となるリハビリ場では、
パンやお菓子がたくさん並べられ、利用者
様で賑わいます。懐かしいお菓子や季節限
定の商品もあり、見ているだけでも楽しい
です。欲しい商品があれば取り寄せてくれ
るということもあり、普段一人で外へ買い
物に出かけることが少ない方も「とても便
利だ」と利用されています。

障害福祉サービス事業所

朝日平成園

◆高松アートリンクプロジェクトに参加しました！
「高松アートリンクプロジェクト」とは26年度よ
り、
高松市が行っているプロジェクトで、
「 障がい者
とアーティストの関わりから生まれる新しい概念を
芸術作品にしていく」という取り組みです。
この一環として朝日平成園では6月よりダンスに
取り組みました。
愛媛県で活動されている「ynmmydanse(ヤミ
ーダンス)」の方と一緒に練習を行い、
振り付けを
考え、
体全体を使って表現することの楽しさを感じ
ることができました。

☆発表会開催が決定！
〈平成27年〉
2月27日㈮ 高松市役所1Ｆ
（14：00〜）
3月15日㈰ 高松市塩江美術館（14：00〜）
3月17日㈫
〃
ぜひ見に来て下さいね☆

▲創作したダンスは、
「地域交流秋ふれあい秋祭り」
や
「福祉のつどい」
で平成バンドとコラボして披露しました。

障害福祉サービス事 業 所

すずらん

◆クリスマスツリーを作ったよ

◆キラキラ☆ネイルアート

今回のクリスマスツ
リーは、利用者様と一緒
に手作りしました。
まず、大きな白い紙に
絵の大好きな利用者様
と一緒にクリスマスツ
リーを描き、その緑色のツリーの上から少し筆を持つ
ことが難しい利用者様が真っ白な絵の具を手のひら一杯に塗
り「ぺったん♪ぺったん♪」
好きな場所に押し当ててツリーの飾りが完成！！クリスマ
スツリーの周りはカラフルな色で「ぺったん♪ぺったん♪」
なんだか手を汚すことにためらいと、
心地よさが…。「これでサンタクロー
スがやってくる」と完成させたツリー
を見ながら利用者様も笑顔で喜こんで
いました。どんなプレゼントが届いた
かなぁ？

ホームヘルプあさひ
ビンゴで
当たり!
１番!

◆クリスマス会

平成26年12月24日㈬、福祉ホームつばさ
で開催されたクリスマス会で、利用者のみな
さんとホームヘルパーが一緒に楽しみまし
た。豪華賞品（？）がもらえるビンゴ大会で
はサンタさんも参加し、おおいに盛り上がり
ました。また、クリスマスならではの美味し
いチキンとケーキを堪能し、楽しいひと時を
過ごしました。
僕も
あたった!!!
（笑）

中身は
何かな〜？
楽しみ〜！

すずらんでは、毎月のハンドケア
の日に、希望される利用者の方にネ
イルアートを行っています。季節や
その時期のイベントに合わせたテー
マで、マニュキアを塗ったり、シー
ルやラインストーンなどでかわいく
デコっています♡

地域活動支援センターあさひ
◆初詣

平成27年1月5日㈪〜9日㈮、各班で初詣に
行きました。今年は利用者様の希望により「四
国霊場第85番札所 八栗寺」をお参りしまし
た。八栗ケーブルに乗り、少し大変でしたが本
堂まで歩いて（車椅子の方と）行きました。
ケーブルの中からの景色は素晴らしく「すご
い！高松市内が見渡せる」と思わず声を上げて
共感しました。本堂に到着し
「良い一年でありますように」
「足が早く治りますように」
「今年も元気に過ごせますように」
「今年こそ貯金をする」などお願い事や今年の
抱負をお詣りされていました。
その後、絵馬を奉納したり、おみくじを引い
て見せ合ったりと楽しみました。
平成27年も地域活動支援センターあさひの職
員は、笑顔いっぱい！元気いっぱい！で利用者
様の社会参加活動を支援します。

障 害 者 生 活 支 援センター
◆平成26年度

あい

虐待防止研修会開催

平成26年10月8日㈬、ＮＰOすずらんの会の後援で、香川県障害
福祉相談所 成人課長 樫原一徳氏を講師にお招きし、虐待防止の
講演会を開催いたしました。利用者様やご家族様、学校関係者等
38名の方が参加され、皆さん熱心に聞き入っておられました。
『虐待のないまちをつくろう』〜虐待に気づいたら、すぐ相談を
〜をテーマに、何が虐待になるのか、どこに相談すればよいのか
等、事例を交えながらとても分かりやすく説明していただきまし
た。虐待防止のために何をすべきかを再確認できた研修会でした。
▲利用者様も参加され、熱心にお話を聞いていました

筒井 秀雄

樽井 浩二

朝日園就労B

朝日園就労A

（Ｈ26.7〜）

（Ｈ26.7〜）

8月から通所しています。
よろしくお願いします。
9月からすずらんにお
世話になっています。
よろしくお願いします。

山本 和美

藤澤 加佳子

（Ｈ２６.８〜）

（H２６.9〜）

すずらん

（H２６.7〜）

（H２６.11〜）

♥趣味はタヒチアン
ダンスです。

く め

久米 ゆり

うねぎ
ゆうき

︵朝日園︶

成人式に参加して、自分たちは
たくさんの人に見守られているこ
とに気づきました。感謝の気持ち
を忘れずにこれから先を過ごして
いきたいです。一人前の社会人に
なれるように責任感を持って仕事
に取り組んでいきたいです。

ち か

これからは常に責任感をもって積
極的に行動し、利用者の方々とのコ
ミュニケーションもより大事にして
いきたいと思います。未熟者です
が、たくさん経験を積んで成長でき
るよう一所懸命頑張ります。

祝 ！ 成 人︵ 職 員 ︶

うつみ

二十歳の抱負は、もっとしっかり
とした人間になることです。私の周
りは優しい人が多いので、何か困っ
ているとすぐに助けてくれますが、
自分に任されたことぐらいは、自分
の力で出来るようになりたいです。
これからも宜しくお願い致します。

悠煕

巧

楽しい食事時間を
過ごしていただける
ように心をこめて作
ります。

畝木

清水

（すずらん）

1 0 年ぶりの 福 祉
の職場なので戸惑う
ことも多 々あります
が、
頑張っていきたい
と思います。
♥趣味は、旅行と料
理です。

︵朝日園︶

（すずらん）

（朝日園調理員）

︵朝日園︶

治樹

（障害者生活支援センターあい）

佐藤 佳代子

内海 千賀

この度は新成
人のお祝いをい
ただき、ありが
とうございまし
た。これからも
あふれる笑顔を
振りまくので、
ご指導よろしく
お願いします。
（ご家族からの
コメント）

井下

（H２６.11〜）

祝 ！ 成 人︵ 利 用 者 様 ︶

やっと20歳に
なりました。こ
れからもいろん
な事があると思
いますが、笑顔
で僕らしく前向
きにいこうと思
います。
（ご家族からの
コメント）

大山 信也

朝日平成園

すずらん

鵜川 ゆかり

新入職員紹介

趣味は
旅行です。
よろしく
お願い
します。

新利用者様紹介

趣味は
外出です。
よろしく
お願い
します。

▲びゅんびゅんゴマ出来たよ！

▲誰か僕を当ててくれなっしー！
（抽選会）

▲高松アートリンクプロジェクトでの
成果を発揮！
（施設だより参照）

▲掘り出し物がたくさん！

体験
コーナー

▲ナニアロハ・ハーラウ・アオ・フラ

▲朝日園フラガール
▲桂こけ枝さんによる落語で会場は盛り上がりました

〜

地域交流ふれあい秋祭り
平成二十六年十月十一日㈯︑今年も快
晴の下︑朝日園にて﹁地域交流ふれあい
秋祭り﹂が開催され︑利用者様︑ご家族
様︑地域の大人から子供までたくさんの
方が来園されました︒三木町より筒井町長
もご挨拶に駆けつけていただき︑開会式に花
を添えていただきました︒
今年も桂こけしさんが登壇され︑落語に司
会にと大活躍していただきました︒楽しいト
ークと落語で会場は一体となり︑終始笑い声
に包まれました︒
また︑今回は﹁創作体験コーナー﹂が設け
られ︑障がい者の方々と地域の子供たちも一
緒に﹁びゅんびゅんコマ﹂や﹁万華鏡﹂をボ
ランティアの鈴木さんに教わりながらたくさ
ん作って持ち帰っていました︒
ステージでは︑地元のコーラス︑キッズダ
ンス︑華やかなフラダンス︑利用者様各施設
で練習した楽しい演目で盛り上がり︑観客も
応援の声を挙げていました︒
リハビリ場を地域の方の作品展示コーナー
にし︑高松市からは︑西光寺保育所・前田幼
稚園の園児さんや前田小学校の生徒さんの作
品︑三木町からは平井・氷上・田中・白山小
学校・三木中学校の生徒さんの書画などの作
品展をおこない︑優れた作品は表彰させてい
ただきました︒
来年もこの季節を楽しみにしていただける
よう︑お祭りを企画させていただきます︒

▲三木少年少女合唱団をはじめステージ上ではダンスやバンド演奏が行われ最後まで賑やかでした

展示

2015. 1

ステージ
フード

▲鍋渕、西浦谷
婦人会有志による
おいしいうどん
▲絶品！並んでも食べたい
平井料理システム様の屋台！

2014. 6

▲筒井町長

▲お手伝いありがとうございました！
高松東高校・三木中学校・
三木高校の皆さん

バザー

▲うちの子の絵、
どれかな？
（絵画展示）

獅子たちの里三木まんで願︒
平 成二 十 六 年 十 月二
十五 日 ㈯ ︑
﹁ 獅 子 た ちの
里三木 ま んで願 ︒﹂に朝
日園も出店しました︒フ
ラ ン ク フ ル ト や﹁ た れ
吉﹂を使った焼き鳥はと

ていました︒

気 を 楽しま れ

賑 や かな雰 囲

りに参加し︑

用 者 様もお祭

た ︒今 年 は 利

ても 好 評で完 売 しまし

福祉のつどい
平成二十六年十一月十一日㈫︑サンポ
ート高松大ホールで﹁福祉のつどい﹂が
開催されました︒朝日平成園は﹁高松ア
ートリンクプロジェクト﹂の一環として
平成バンドとダンスでのコラボ出演をし
ました︒大勢の方の前で披露するのは緊
張しましたが︑ステージ・観客席共にと
ても盛り上がりました︒

渡辺要さん ミニコンサート
平成二十六年十一月二十日
㈭︑演歌歌手の渡辺要さんが朝
日園・朝日平成園に慰問に来て
下さいました︒素晴らしい歌声
に聴き入ってしまいました︒ま
た︑利用者様もマイクを向けら
れ渡辺さんと一緒に歌ったり
と︑聴くだけでなく楽しく参加
されていました︒

地域・家族の集い

平成二十六年十二月二十七日㈯︑トレス

タ白山にて法人合同の利用者様忘年会が

行 わ れまし た ︒今 年の忘 年 会 は 豪 華 なお

食事と共に﹁うどん県おいでまいキャラバ

ン隊 ﹂の方のショーや 抽 選 会 といった新し

い試みを実施しました︒

平賀源内や静御前︑弁慶な ど香川

ゆかりの人物に扮した方々が歌った

り︑
ハマチやイチゴなどの形をしたバ

ルーンを 使って特 産 品 を 紹 介 するコ

ーナがあったり と 会 場は大いに盛り

上がりました︒その後の抽 選 会もお

手 伝い頂 き ︑
いつも と は 違 う 忘 年 会

になり︑利 用 者 様 も 大 満 足 さ れてい
ました︒

アビリンピックかがわ

平成二十七年一月二十五日㈰︑

かがわ総合リハビリテーションセ

絵本読み聞かせ
平成二十六年十二月十五日㈪︑平

ンター周辺を会場に﹁平成二十六

朝日園からは松原幸利さんが写

成二十七年一月十九日㈪︑香川県子

護の利用者様

真部門︑新田由美さんがフラワー

年度香川県障害者技能競技大会

を対象に﹁絵

アレンジメント部門︑朝日平成園

ども文庫連絡会より高重裕子先生が

本の読み聞かせ﹂を行っていただ

からは長町美雪さんが喫茶部門で

︵アビリンピックかがわ︶﹂が開

きました︒見たことのない大きな

参加されました︒長町さんが銀

朝日園に来園

絵本に利用者様はおどろいたり︑

賞︑新田さんが努力賞︑松原さん

催されました︒

声を上げて笑ったりと︑とても楽

がライオンズ賞を受賞しました︒

され︑生活介

しんで参加されていました︒

▲うどん県おいでまいキャラバン隊の皆さん

▲おめでとうございます！

朝日平成園

12月13日㈯

すずらん

12月13日㈯

平成26年度

神戸・淡路方面

朝日園

12月20日㈯

▲アサヒ飲料明石工場にて

行程表

朝日園発（8：00）⇨ 明石大橋 ⇨ アサヒ飲料工場（10：45）⇨ 神戸フルーツフラワーパーク（13：00）
⇨たこせんべいの里（16：00） ⇨ 明石大橋 ⇨ 朝日園着（18：00）
※朝日園の行程表

アサヒ飲料明石工場見学

三ツ矢
サイダーの工場で、
自分の顔が泡になった
ことがおもしろかった
で す 。お ば あ ち ゃん と
一 緒 に 参 加できた
ことが楽しかったです。
（すずらん
内原さん）

▲おなじみの缶ジュースが作られる様子を見学しました

▲ガイドの方が詳しく説明してくれました

の旅行のおみやげ
回
！
今

神戸フルーツフラワーパーク
（昼食）

たこせんべいの里

s！

iou

lic
De

おみやげに
おせんべいを
買って兄弟に
送りました。
（朝日園
小林さん）

▲おせんべいの試食とコーヒーでほっとひといき

▲いただきまーす！

▲おみやげはバウムクーヘンが人気でした

全国障害者スポーツ大会

Ａ.毎日の練習の結果が出て嬉しかったです。

Ｑ.メダルをもらった時はどんな気分でしたか？

した。

平成26年11月1日㈯〜
11月3日㈪の３日間、第
14回全国障害者スポーツ
大会（長崎がんばらんば
大会）が長崎県諫早市の
長崎県立総合運動公園陸
上競技場にて行われまし
た。
朝日園から木内直紀さ
んがジャベリックスロー
とソフトボール投げに出
場され、２種目とも堂々
の金メダルでした！

香川県障害者スポーツ大会
平成26年9月13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。当日は快晴で皆さ

んのびのびと競技され

ていました。フライン
グディスクや砲丸投げ、ジャベリックスロー、
スラロームと利用者様は日頃の練習

の成果を思う存分発揮されていま

Ａ.ちゃんぽんが美味しかったです。

Ｑ.長崎名物は何か食べましたか？

▲新聞にも載りました！

ギャラリーあさひ

法人朝日園の利用者様には︑
積極的に創作活動をされている
方がおられます︒﹁ギャラリー
あさひ﹂はその方の活動を園外
の方にも知っていただこう！と
いうコーナーです︒今回は朝日
園生活介護課にて個性豊かな絵
を描かれる小林順子さんにイン
タビューしてみました︒

Ｑ．いつ頃から絵を描いていま
すか？
Ａ．朝日園に入ってからたくさ
ん絵を描くようになりまし
た︒

Ｑ．どんなモチーフが好きです
か？
Ａ．お花や動物の絵が好きで
す︒

Ｑ．どんなことを思いながら絵
を描いていますか？
Ａ．こんな所へ行ってみたい︑
こんな動物を見てみたいと
思いながら描いています︒

Ｑ．これからの夢を聞かせて下
さい︒

第二回

小林

順子 さん

Ａ．たくさんの人に絵を見てもら
いたいです︒

個展を開くのが夢という小林
さん︒これからも夢のあるかわ
いらしい絵をたくさん描いて下
さいね︒小林さんのイラスト
は︑朝日園の自主製品の一筆箋
の絵柄に使用されています︒高
松市役所一階の﹁ヨロコビたか
まつふれあいの店﹂とサンポー
ト高松一階の﹁四国 ショッ
プ﹂で販売していますので︑ぜ
ひお手に取ってみて下さい︒

88

かがやきびと

啓子 さん
Ａ． い ろ い ろ な 所 を 旅 し て み た

現場の

Ｑ どんなことをがんばっています
か？
Ａ 包丁で切り物をすること︵ねぎ
を切ったり︶洗い物もがんばってい
ます︒

★平田さんにインタビュー
Ｑ 給食のお仕事は楽しいですか？
Ａ 仕事をするのがたのしいです︒

ます︒
これからもメンバー一同愛情をこ
めて美味しい給食を提供できるよう
に頑張ります！

総務課 厨房 ︵朝日園︶

朝日園厨房では利用者一名︑職員
六名で給食を提供しています︒
栄養面での配慮はもちろん︑季節
に沿った行事食の提供やそれぞれに
合った食事形態での調理を行ってい
ます︒給食調査を参考にしたイベン
トメニューも実施しています︒最近
では朝日園農園で収穫した野菜を使
用したメニューも多くなっていま
す︒
メンバーの一人︑利用者の平田さ
んは厨房での作業八年目というベテ
ランです︒主に配膳や簡単な切り
物︑お茶汲みなどの調理補助を任さ
れています︒
毎日あわただしい厨房ですが︑和
むような笑顔で仕事に取り組んでい

▲食事の様子

嬉しいです︒日々勉強です︒
．相談支援の仕事で大変なこ

と︑またやりがいを感じるこ

とはありますか？
Ａ． 予 想 外 の 出 来 事 に 対 応 で き
ずパニックになりかけること
もありますが︑利用者様が笑
顔で生活できている姿をみた
時にはやりがいを感じます︒
．一番のいやしは？︒

Ａ．部屋でのんびりする事です︒
．今の夢は何ですか？

二回目となる今回は︑障害者

から一言！

さんから平賀

．同僚の菅原

ろしくお願いします︒

Ａ． 今 後 と も 笑 顔 で

ご指導よ

．同僚の松村さんに平賀さん

てみたいです︒

いです︒日本中の温泉に行っ

平賀啓子さんにインタビューを
行いました︒
相談支援専門員は障がいを持
つ方の希望や困っていることを
お聞きし︑その方の望む生活が
できるよう支援するお仕事です︒
．この仕事を選ばれたきっか

Ａ．冷静な対応

さんに一言！

Ａ． 相 談 支 援 は 様 々 な 専 門 職 種

と熱き心を忘
りましょう！

れ ず ︑が ん ば

の方と関わるお仕事なので興
味がありました︒色々な人と
協力することで利用者様の生

!?

Q5
Q6

援専門員として活躍してている

生活支援センターあいの相談支

その活躍を紹介します︒

園で働く女性にスポットをあて︑

このコーナーでは︑法人朝日

第２回
けはどんなことでしょう？

Q1

活の質が向上していくことが

▲作業の様子

障害者生活支援センターあい
（相談支援専門員）

平賀

Q2
Q3

Q4

diversity

▲今後とも「あい」をヨロシク！

印刷・軽作業 承ります
朝日園では名刺印刷から封筒・自費出版・ポスター等、小ロット印刷から大量印刷まで幅広くお客様のご
要望に対応できます。ぜひ一度「障害者支援施設朝日園」の印刷をご利用下さい！

自分史を
作りたいんだけど
いくらぐらいかかるの
か知りたい

会社の伝票がそろそろ
無くなるけど、
どこか
安く印刷してくれる所は
ないかなあ？
納品書

袋詰めの仕事が
たくさんあって
とてもできないわ。
外注できないかしら

お店を始めるので
名刺を作りたいんだけど
それとチラシも！
カワイイデザインで
作ってくれないかなあ？

OPEN
かふぇ

あさひ

あさひ

朝日

はなこ

花子

〒761070
木田郡三 1
木町池戸
TEL 087
931-6
-898-2
FAX 087
323
-898-6
060

そんな時は 朝日園 まで
お電話下さい！
印刷・軽作業のご用命は

☎ 898-2399

（営業担当：井上・檀原まで）

FAX 898-6060

ヨロコビたかまつふれあいの店
高松市役所の「ヨロコビたかまつふれあいの
店」をご存知ですか？高松市役所１階ロビーにお
いて障がいを持つ人たちが、丹精込めて作った手
作り品を販売することにより障がい者の方が就労
の訓練を行っています。オープン当日となった平
成26年8月4日は、10時から大西秀人高松市長も出
席し、開店式が執り行われました。このお店は、
高松市より香川県社会就労センター協議会が業
務・運営の事業を受託し、加入している施設の中
から14の施設が参加しています。朝日園は利用者

▲高松市役所１階でお待ちしています！

様の描いた、個性あふれる絵画や書画をイラスト
に取り込み、印刷を得意とする利用者様にメモ帳
▲オープニングセレモニーの様子

や一筆箋を制作して頂き、オリジナル商品として
販売しています。自分の描いた絵がステキな製品

になることで、働く意欲や活動の楽しさを味わっていただいています。
また、朝日平成園は、毎週金曜日に利用者様2名が販売員として自主製品の焼そばパ

▲朝日平成園の看板娘たち

ン、ホットドッグ、焼そばなどを販売しています。利用者様の一人は「最初できなかったことがひ
とつずつできるようになることがうれしいし、たのしい」と話してくれました。障がいを持つ方々
が、社会の一員として貢献できる満足をここでは味わえていることを感じます。是非、笑顔で働い
ている利用者様と店長の平野さんの笑顔に逢いに来てください。
▲メモ帳など好評発売中！

寄附・寄贈

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？

平成26年12月19日㈮、三木
町社会福祉福祉協議会理事長

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
苦情受付担当者

髙橋

問」に来園され、社会福祉法
人朝日園に寄附金を頂戴しま
した。利用者様の福利厚生に

拓

使わせて頂きます。

伊豆野敦教・高橋寿美代・鈴木美砂江
平賀 啓子・星野 彩花・髙橋 幸代
森山

第三者委員

英雄・菅谷

筒井敏行様が「歳末施設慰

重良・岡崎

平成26年12月、公益社団法
人あゆみの箱様より、キャノ
ンインクジェットプリンター
（PIXUS MG3530）を朝日園、
すずらんに各一台ご寄附いた
だきました。

吉隆

平成26年5月1日〜平成27年1月1日現在までの苦情受付

◆朝日園

0件 ◆朝日平成園

0件

評議員

彰
◆全国社会就労センター協議会 永年勤続表彰
（平成26年7月9日）

朝日平成園 サービス管理責任者

溝渕芳市さん

香川県ボランティア大賞を受賞

▶溝渕芳市さんは︑永年朝日園の評議員を務められております︒
︵平成二十六年十二月九日 四国新聞より︶

入居者
募 集

表

高橋

◆高松市社会福祉協議会 会長表彰
（平成26年11月20日）

障害者生活相談支援センターあい 相談支援専門員

菅原

見

学

協和中学校様

平成26年11月25日

第２大島恵の園

平成27年 1月23日

高松養護学校

韓様
中学部様

年賀状印刷にご協力ありがとうございました
昨年は多くの方に朝日園の年賀状印刷をご注文
頂き、誠にありがとうございました。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いたします。

これからの予定
2015年 1月〜5月

朝日ケ丘

2月 ヨロコビバザール2015
（イオンモール綾川）
障害者就職面接会
うたづええもん市
（こめっせ宇多津）

●所在地
〒761-0701
香川県木田郡三木町池戸857番地8
TEL（087）898‒2323
FAX（087）898‒6060
●１ヵ月あたり家賃
１人向け個室 8,400円
夫婦向け個室 16,800円
※共用の水光熱費・管理費は無し
自室の光熱費・食費は別途

●設備
１人向け個室・２人向け個室
浴室・炊事場共同 室内ミニキッチン・
トイレ有り
障害者支援施設

仁司

平成26年11月 5日

福祉ホーム

お問い合わせ

寿美代

朝日園

「朝日園で働きたいが住む所が見つ
からない…」という障がいをお持ちの
方に、低額な料金で居室を利用頂くこ
とで朝日園での就労・生活を送ること
が出来るようお手伝いします。詳しく
は朝日園（伊豆野）までお問い合わせ
下さい。

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39周年式
お花見
5月 法人朝日園理事会・
評議員会

香川県木田郡三木町池戸931-6 ＴＥＬ(087)898-2323

http://asahien.or.jp/

