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三田市内知的障害者関係合同研修会
平成２９年８月１９日（土）１０時から 三田市内知的障害者関係施設職員及び三田市手をつなぐ育成会合同研修会
が、広野市民センターで開催されました。

パラリンピック出場の齊藤晃司先生

本年度の研修は、「共生社会の実現に向けてー合理的配慮
とは」をテーマに、２５名が参加しました。当日の講師は、20 歳
の時交通事故により失明されてからも盲導犬と共に大学に
学び、自らシドニー、アテネオリンピック等７度の国際大会に出
場、金・銀・銅５つのメダルを獲得するなど活躍。現在市内で
鍼灸院を経営されている斎藤浩司院長です。障がい者が住
みよい環境とは、またそのための合理的配慮について考え
る多くの示唆を頂きました。

発行

障害福祉サービス（多機能型）
三田わくわく村

盲導犬と共に講演されました。

参与 長田武彦

この度、わくわく村製菓商品の特徴であるナチュラルで安心安全なお菓子の雰囲気を前面に出せるよう、包装や
ラベルにも統一性を持たせ、詰め合わせを行った際にもまとまりのある商品になるよう工夫しました。製菓従事職員
が試行錯誤しながらデザインを考え、素朴な雰囲気を出すために一つひとつ手彫りでスタンプを作成し、ラベルに仕
上げました。
より愛されるわくわく村のお菓子になるよう願いを込めてリニューアルしましたので、今後ともよろしくお願いいたし
ます。
マドレーヌ
ドーナツ

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
普通 391-3808145
三田支店
三井住友銀行
普通 395-3120072
ウッディタウン出張所
三井住友銀行
普通 394-3193249
フラワータウン支店
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
079-564-0909

ボランティア通信欄
わくわく村では現在、大原事業所にて音楽療法や絵本の読
み聞かせ、アロマ・メイクセラピーなどのボランティアの
皆さんが利用者さんと交流していただいています。
製菓作業や内職作業を一緒にして下さる方、また日頃頑
張っている趣味などを発表して下さるボランティアさん
を募集しています。ご興味のある方は大原事業所までご連
絡ください。
℡ 079-564-0909（担当：田川）

これからの予定
10 月２８日（土）
10 月２9 日（日）
11 月 2 日（木）～
11 月 4 日（土）

市民文化祭

11 月 19 日（日）
12 月 15 日（金）

施設開設 20 周年記念事業を終えて

田わくわく村

社会福祉法人風三田わくわく村の開設 20 周年を記念して、前号でお知らせしました様々な記念行事を開催いたし
ました。そのねらいは、長い間支えて頂いた皆様や、利用者保護者、関係者の皆様と 20 周年を祝うと共に、様々な
記念事業を通じて、障がいを持つ人たちのことを知り理解して頂くための情報発信と交流の機会ととらまえ実施しま
した。
中でも、
「チャリティーコンサート」や「納涼大会」では、多くの市民の皆様に参加を頂き盛会に終えることができ
ました。改めて、多くの方々の支えがあって、この 20 年が迎えられたと心より感謝しています。
開設から 20 年、この道のりは決して楽なものではなかったと思います。まさに「跋山渉水」改めて先人のご苦労
と熱意に敬意を表します。
こうしたご苦労のお蔭で法人（施設）の規模も大きくなり、それなりの力量も備わってまいりました。
この 20 年を一つの節目として、次の節目に向かってステップアップを図りながら、利用者の皆様の支援サービス
の充実はもとより、誰もが安心して暮らせる共生社会の実現に、法人として何ができるのか、自問自答しながら取り
組んでまいります。
高齢化社会を迎え、いつまでも親が元気とは限りません。いざという時入所を選択
される方もありますが、住み慣れた地域で暮らすことが自然ではないでしょうか。そ
のための受け皿は地域の皆様の温かい想いと支えです。

新商品のクッキー2 種

風 後援会から入会のお願い

〒669-1515 三田市大原 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/

――意をあらたに・次の 10 年 20 年に向かってステップアップを！！――

私たちは、常日頃から小さな合理的配慮の努力を続け、障がいを持っている利用者の
方々にとって、少しでも暮らしやすい環境づくりを積み重ねて参りたいと思います。

ポン菓子

社会福祉法人 風

クリスマス会

障害に対する理解者も以前と比べると格段に増えていますが、一部では差別意
識も残っています。私たちは、誰もが平等で違いを認め合える共生社会の実現に
向って、地域の一員として地域の皆様と共に一歩一歩歩んでまいります。引き続
20 周年記念誌の座談会
き温かいご支援を頂きますようよろしくお願い申しあげます。
社会福祉法人風 常務理事 西田孝夫

平成 29 年度風後援会の活動紹介
三田わくわく村応援団、そして障害者の理解啓発活動を進めています。
会員をはじめ多くの皆様のご協力をよろしくお願いします。
主な活動内容
３．収益事業
風後援会の活動に充てるため次の収益事業を行います。
１．会員の募集活動
＊三田わくわく村の利用者活動に必要な備品（送迎車両な ＊バザーの実施
例年あきんど祭り「ふれあいマーケット」に出店してい
ど）や行事等に支援を行うため、会員を募集し 1 口 1,000
ます。今年度も同様の予定です。
（12 月 17 日本町センター街にて）
円の浄財（会費）を頂いています。
＊書き損じはがきボックスの設置（市民センターなど 7 か所）
賛助会員（事業所等）も募集しています。
ご協力よろしくお願いします。
（H28 年度実績：521 口 521,000 円）
風後援会は、施設開設以来 20 年にわたり、
会員の皆様にはわくわく通信等の活動情報を送付します。
三田わくわく村と共に歩んできました。
２．啓発活動
三田市区・自治会連合会、三田市老人クラブ連合会、
＊障がいを持つ人たちのことを知り理解を深める取り組みと 三田市連合婦人会、三田市民生児童委員三輪地区、
して、施設を中心に次の活動を進めています。
三田市身体障害者福祉協議会、三田市いずみ会、
・三田わくわく村の体験学習や地域のふれあい活動等に参加。
人権擁護委員の皆様をはじめ、多くの会員
会員対象の研修会の開催（昨年はユニバーサルマナー講習
の皆様のご支援を頂いています。
と人権落語を実施。
）など
ありがとうございます。
・会報「風」の発行
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平成 29 年度の本町事業所一泊研修旅行は、滋賀県彦根と長浜の名所観光と各種体験でした。

そして、天守閣広場から一望できる
彦根城まで頑張って
景色は、天候にも恵まれとても素晴ら
登りました。
ひこにゃんがたくさんいました。
しいものでした。
あと少しで彦根城
彦根城に行く前に立ち寄った鮎の店
その後行ったヤンマーミュージアムでは、ト
2 日目は長浜黒壁スクエアーと大通寺を散策
ラクターやコンバインの運転席に乗って記念撮
し、陶芸工房ほっこく窯で絵付けの体験をしまし
影をしたり、ショベルカーの操縦体験をしたり
た。
と、皆さん大いに興味を示され楽しまれていま
した。
黒壁スクエアー

エネルギーを補充し今日も楽しみます。

ヤンマーミュージアム見学

大通寺散策
なお、本旅行の大きなテーマである磁器の絵付け体験の作品群は、11 月の市民文
化祭でお披露目させて頂きますので、皆様是非ご覧ください。

浜坂温泉保養荘では、温泉につかり、豪華な懐石料理
を食べて、買い物やカラオケを楽しみました。

リニューアルした浜坂温泉保養荘
平成 9 年開設したばかりの三田わく
わく村でよく利用していました。

有馬富士公園ょり出発

ONOKORO の観覧車
2 日目はやっぱり曇り…でも皆元気に出発できました。
イングランドの丘では、たくさんの花たちが私たちを迎えて
くれました。コアラを見たり、羊と触れ合ったりしました。入
口からレストランまで距離があり、ウォーキングチームとシャ
トルバスに乗るチームに分かれました。

平成 29 年度
一泊研修旅行

城崎温泉駅を散策

２日目は、城崎マリンワールドへ行き、イルカやセイウ
チのショーを観たり、買い物を楽しみました。

イルカも見ました。
保養荘の夕食

城崎マリンワールド
アシカショー
電車やバスの乗車、ランチや買い物の支払いなど、日頃の訓練の成果を十分に活かすことができた楽しい旅行
となりました。

イングランドの丘での昼食

楽しかったカラオケ

津名ハイツでの夕食
お肉やお造りがたくさん

12 時 15 分に城崎温泉駅に到着
豪華な海鮮丼をいただきました。

旅館についた後はお風呂に入り、いざ宴会場へ！！盛りだくさん
の夕食の後は、カラオケを楽しみました。20 時には部屋に戻り、す
ぐに眠りにつかれた方、興奮して眠れなかった方、それぞれの一夜を
過されました。

ハロウィン仕様の羊小屋

中には興味深い機械が
たくさんありました。

すずかけ台事業所自立訓練事業として初めての一泊研
修旅行は、城崎・浜坂方面に行きました。初日は【特急こうのと
り】に乗って三田駅から城崎温泉駅まで移動して、城崎温泉駅
近くのお店で食べた海鮮丼はとてもおいしかったです。

三田発 9 時 45 分のコウノトリに
乗りました。
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出発の日は曇り空でした。まずは、淡路ワールドパーク ONOKORO に行き、恐竜のオブジェと一緒に写真を撮
ったりしながら目的地へ、目指すはお昼ご飯！！海の見えるレストランで昼食を摂りました。後で分かった事です
が、なぜか 1 班は和食、2 班は洋食でした。

彦根城観光では、本町事業所恒例の「歩く研修旅行」と
なり、高台にある天守閣まである人は素早く、ある人はの
んびりと各々のペースでしっかりと上がり切ることがで
きました。

絵付け体験
真剣に先生の話を聞
いて絵付けをしまし
た。
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イングランドの丘での様子

ハイウェイオアシスから明石海峡大橋
帰りに淡路島ハイウェイオアシスに寄り、お土産を買ったり美味しい淡路島ソフ
トクリームを食べたりしました。雨は降ったけど濡れなかったなぁ… やっぱり日
頃のおこないでしょうか！！

志手原事業所とすずかけ台事業所の就労継続支援 B 型は合同で島根方面に研修旅行へ行ってきました。
１日目台風の接近により小雨模様の中出発し、大山まきばみるくの里
は何と気温 13 度！しかし、たくさんの人がソフトクリームを堪能しま
した。堀川巡りでは、低い橋の下をくぐる為、
「頭が高い、控えろ」を松
江城の殿様に言われ船の屋根が低くなるたびに身を小さくしながら頭
を下げ松江の街並みや国宝・松江城を眺めました。
ソフトクリームは
蒜山高原センターでの昼食
寒かったけどおいしかった
2 日目の朝は、電車での移動。絶対時間厳守！朝は慌ただしく準備しホテル
を出発しました。皆の元気パワーのおかげか出雲大社で集合写真を撮る時には
青空が見えました。
縁結びや開運の神である出雲大社では皆、何をお祈りしたのでしょう。
「賢くな
堀川めぐり
りたい」とお祈りしていた人もいましたが、皆さんに、これから先もいい出会
いがありますように・・

大広間での夕食
カラオケも盛上がりました l

松江しんじ湖温泉駅より電車 とても綺麗な電車でした。
で出雲大社へ向いました。
とにかく！！明るく元気でにぎやかなメンバーでの楽しい一泊研修旅行でした♪

壮大な出雲大社

来年もみんな揃って一泊研修旅行へ行きましょう

