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平成２８年度 社会福祉法人風後援会の取り組み
・・・・多くの皆さまの温かい応援よろしくお願いします。
・・・・・
日頃より、三田わくわく村をはじめ、障がい者の理解啓発活動にご支援いただいている多くの皆さまに敬意と感謝を
申しあげます。
今年度の風後援会の活動の主なものをご紹介します。ご協力よろしくお願いします。

① 会員拡大に向けて
例年どおり各学校や団体、地域の皆様へのお願いと、今年から会社や事業所・グループなどを対象に賛助会員制を
設け（１口 10,000 円程度）私達の活動を支援していただける理解者の輪を広げる取り組みを進めます。

発行

② 収益事業
12 月 10 日（土）に行われる「あきんどまつり・ふれあいマーケット」に出店します。
最近、バザー用品が集まりにくくなっています。バザー用品がありましたら三田わくわく村（☎079-564-0909）
まで電話ください。いただきに参ります。
（11/21 締切）
その外書き損じはがきボックスを各市民センターなどに設置しています。よろしくお願いします。

③ 会員等の研修活動

社会福祉法人 風
多機能型障害福祉サービス事業所
三田わくわく村

〒669-1515 三田市大原字梅ノ木 1546-5
(TEL)079-564-0909
(FAX)079-564-8500
（e-mail）sanda.wakuwakumura@giga.ocn.ne.jp
(Hp アドレス)http:/sandawakuwakumura.com/

田わくわく村

本年度の研修活動は「ユニバーサルマナー研修」について勉強したいと思っています。
※ユニバーサルマナー研修とは
障がい者や高齢者等は、社会の中にあるバリア（障壁）
グループホーム・ショートステイの整備検討に向けて！！
によって生活しづらい場合があります。私たちは社会
昨年、利用者・保護者のみなさんから今後必要と考え
の一員として「自分とは違う誰かのことを思いやり正
しい理解のもとに行動するマナー」のことを言いま るニーズ調査を実施いたしました。
その中で、わくわく村の施設整備の一つとして、グル
す。
ープホームやシュートステイの整備を望む声が多く寄せ
障害者差別解消法が 4 月に施行され、誰もが安心して暮 られています。これらの施設は運営、経営面において難
らせる地域社会づくりを進めるにあたり私たち個人への しい面もありますが、保護者の高齢化や地域移行といっ
意識の改革も大切です。具体的な研修方法や日程は現在検 た面からも、重要な課題と考えています。
討中です。決まり次第お知らせします。
今後の具体的な検討を進めるため、グループホームや
ショートステイについて現在どれ程の利用が見込まれる
④ その他会報の発行やわくわく村の体験学習などに取り のか、利用者・保護者のみなさんの移行調査（アンケー
組んでまいります。
ト）を行います。
アンケートは 11 月頃行いますので、ご協力の程よろ
以上のような取り組み（活動）を通じ、支援の輪が広が
しくお願いします。
ることを願っています。
ご協力よろしくお願いします。
風後援会事務局の事務局体制のご紹介
総務：竹中三香
会計：古賀伊通子・八坂江美・吉武千鶴
委員：青倉まゆみ・田中恵子・長井和枝・洞口佐幸
森田友子
法人：西田孝夫
施設：高原亜理沙
風後援会事務局

風 後援会から入会のお願い
風 後援会は三田わくわく村の応援団です。
知的障がい者（児）の支援と正しい理解を社会に広めることを
目的として活動しています。
本会の趣旨にご理解を賜り、ご加入くださいますようよろしく
お願い申し上げます。
年会費 ：
１，０００円
振込先 ：
郵便振込
01110-3-66308
三井住友銀行
三田支店 普通 391-3.808145
三井住友銀行
ウッディタウン支店 普通 395-3120072
三井住友銀行
フラワータウン支店 普通 394-3193249
名義
：社会福祉法人風後援会
【お問い合わせ】
「風」後援会事務局
三田わくわく村大原事業所内
〒669-1515
三田市大原梅ノ木 1546-5

三田市長 あいさつ

三田市議会
議長 あいさつ

暑い中準備
ご苦労様

日頃のご支援に感謝して

真夏の暑さがほんの少し和らいだ８月４日(木)の夕暮れ時、
平成２８年度納涼大会が開催されました。
オープニングでは、チーム歌人さんによる歌と演奏で、会場に和やかな雰囲気を作って
社会福祉法人風
いただきました。
理事長 あいさつ
毎年恒例のダンスサークルの発表、メンバー全員が日ごろの練
習の成果を発揮して会場を盛り上げました。
大道芸人ジャグラーレオさんによるスタイルパフォーマンス
では、炎や剣を使ったジャグリングに会場が湧きました。とても
背の高い一輪車に乗り、目隠しをしてのジャグリングパフォーマ
ンスは圧巻でした。
ダンスサークルの発表
（りゅうちぇる池本）

かき氷

三田わくわく村は、来年度 20 周年を迎えます。こ
れまでたくさんの地域の皆様に支えられてきました。
その中でも、より身近に私たちを支えて下さる「ボ
ランティアの皆様の活動」について、今後この欄を使
ってご紹介したいと思います。
ボランティアについては、随時受け付けておりま
す。「参加してみたいけど、どんなことをするのか
な？」と思ったら、どうぞ見学にお越しください。お
待ちしています。
担当：田川本町事業所所長

これからの予定
☆12 月 16 日（金）
クリスマス会
今年のクリスマス会担当が頭をひねって企画しています。
どんなクリスマス会になるかお楽しみに！！
★１月１３日（金）
成人お祝い会
今度成人になられる方 10 数名おられます。
みんなで成人の方々のお祝いをします。

みんな大好きな
唐揚げ

チーム歌人の
歌と演奏

お祭りには
綿菓子

みんなで輪になって
盆踊りを踊りました。
フランクフルト

三田地区民生委員の方々には浴衣の着付けを、学生ボランティアの
方々には利用者の買い物や食事の支援を手伝って頂きました。
大道芸
ジャグラーレオ

毎年好評の
焼きそば

模擬店販売では、保護者会の皆さまに準備から販売までご協力いただき
ました。やきそばやから揚げ、かき氷・綿菓子など、大盛況でした。

夕日が沈む頃合いに、新三田音頭や炭鉱節など、三田市連合婦人会の方々や地域
のみなさんにもご参加いただき、みんなで輪になって盆踊りを楽しみました。
お楽しみ抽選会では、５等：枕、４等：電気ケトル、３等：出雲そばとズワイガ
ニセット、２等：音波歯ブラシという豪華リレーで当選くじを引いてもらい、１等
の当選くじ（スティック型掃除機）は、森三田市長に引いていただきました。
みなさんのおかけで今年も楽しい納涼大会を終えることができました。

豪華景品が当たりました。

納涼大会を通じて、地域の皆さまとの交流を深めることができました。
また多方面でご協力いただきましたこと心よりお礼申し上げます。
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１班：9/6～9/7
２班：9/29～9/30
保護者の方々お見送り
ありがとうございました。
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10/6～10/7

バスは一路滋賀県へ

黒壁スクエア
生活介護の一泊研修旅行は 2 班に分けて滋賀県に行きました。
1 日目は長浜市内にある黒壁スクエアという観光地に行き、昼食とフィギュ食事場所までみんなでフィギュアミュージアム
歩きました。
アミュージアムを見てきました。古い町並みが多く残っており町全体がレト
ロでおしゃれな雰囲気でした。ミュージアムの中はテレビや映画の世界に入
ったような錯覚を覚えました。

本町事業所の一泊研修旅行は香川県の名所観光でした。
1 日目は、うどんの手打ち体験や、金刀比羅宮参拝と門前町散策
の２チームに分かれての観光を楽しみ、2 日目は、琴弾公園の銭
型砂絵見学と栗林公園の景観を満喫しました。
金刀比羅宮

うどん手打ち体験は、ノリノリの先生の指導の下とても楽し
いものでした。その中で、生地を上手にこねたり包丁を巧みに
使って麺を切ったりと、普段見ることの出来ない利用者さんの
新しい一面を見ることが出来ました。

栗林公園

琴弾公園・銭型砂絵
フィギュアミュージアム前にて

たくさんの料理にお腹いっ
ぱいになりました。
夜のカラオケ

ホテルは以前利用したことの
ある琵琶湖グランドホテルで、
古い町並み
大きなお風呂と美味しい食事を
楽しみました。

２日目はアグリパーク竜王と言う観光農園に行
き、旬の味覚である梨狩りを楽しみました。採れた
ての梨は甘い果汁があふれるように出てきてとても
朝ごはん
おいしかったです。
時間もありゆっくり食べ
近年まれに見る異常気象で天気が心配されました
れました。
が、雨に濡れることなく帰ってくることが出来ました。
昼 ご は ん場 所 も、 と て

１日目のお昼ごはん
みんなが揃っていた
だきました。

他にもたくさんの団体
が宿泊されていました。
ホテルからの風景

カラオケの様子

往復のバスの車中もカラオケで大いに盛り上がり、とても充
実した研修旅行でした。

昼ごはんのおばんざい

10/5～10/6

10/20～10/21
「柿ピー」の車

ホテルの前の海岸

今年の一泊研修旅行はサミットで注目された伊勢と鳥羽に行って来ました。１日目は伊勢神
宮でお参りをしました。お昼は自由昼食で、おかげ横丁で伊勢うどんを食べるグループ、スヌー
ピーカフェで食事をするグループと様々でした。
その後は伊勢志摩スカイライン～パールロードを通って鳥羽展望
台へ行きました。途中車酔いをする人もいましたが、綺麗な景色を見
て来ました。夜は宴会でみなさんお楽しみのカラオケで盛り上がり
ました。

伊勢神宮前にて

就労移行は、一般のツアーに参加し、
『上高地・乗鞍スカイ
ライン・新穂高ロープウェイの旅』に行きました。後方の台風を
気にしながら新穂高に向かう途中、渋滞や「柿ピー」の車に出会
いながら、新穂高ロープウェイ最終便に間に合いました。
神戸親和女子大学
普段はギュウギュウ詰めのロープウェイですが、台風の影響
で観光バスは私達のバス 1 台のみでガラガラ！ゆったりと景色
を楽しみながら頂上に着き、一時的な雨に会いましたが雄大な
山々や紅葉を楽しめました。
夜間には台風が温帯低気圧になり、翌朝は晴天・秋晴れ！
さすが福井施設長のパワー！
台風で洗い流された後の上高地は、更に空気も水も澄み渡り、心が清められ
るようでした。この自然を守るため、自動車の規制やトイレに使用料
を支払うことも知りました。

大王埼灯台

豪華な舟盛

海女小屋
石神さま

クラブツーリズム
のツアーに参加

澤木

萌

少しの紅葉と
山猿に出会うことが
できました。

ロープウェイは
ゆったりして乗りやす
かったです。
夜の宴会風景

うどん手打ち体験

ただ、琴弾公園の銭型砂絵は日差しの向き
が良くなかったのか、
天候に恵まれ
気持ちよく散策できました。
イメージよりも陰影が不明瞭
琴弾公園前にて記念撮影
だったたのが心残りで
した。

大きな事故なく終えることが出来ました。来年度も皆さんの笑顔をたくさん見
られるように楽しい旅行を計画したいと思います。

鳥羽展望台

真剣に麺を切りました。

夜は、豪勢な食事と大カラオケ大会で一同大いに盛り上が
り、温泉で日頃の疲れをいやしました。

もレトロでした。

数種の梨を食べました。

豪華な夕食

夕食メニュー
新穂高ロープウェイから

ホテルの夕食

乗り乗りのカラオケ

夜はみんなで乾杯！！

朝食

２日目は女性の願い事を叶えてくれるという石神さんに、そ
して昼食は海女小屋で食事をしました。現役の海女さんが目の
前で新鮮な魚介類を焼いてくれたものを食べてから、海女さん
の踊りを見ました。思いでの残る楽しい旅行となりました。

上高地を散策
河童橋の上から
海女小屋での昼食
宿舎の朝ごはん

その後、乗鞍スカイラインで山の景色や雲海を眺めながら乗鞍岳
へ。頂上はさすがに風が強くて気温も低く、みんな震えながら記念
写真を撮り、常に変化する雲を真近に見ながら大自然を体感するこ
とが出来ました。長い距離移動でしたが、想い出深い旅行でした。

少し寒かった乗鞍岳

