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Ｖｏｌ．２８６ 
                  令和２年 

１２月号 

   

 
１日（金）元日 

４日（月）御用始め 

５日（火）支援員会議（夢・究塾明日葉） 

６日（水）～７日（木） 

障害者虐待防止・権利擁護研修   

（秋田テルサ）【菅原(由)・菊地】 

８日（金）支援員会議（とうふ屋丸木橋六兵衛） 

９日（土）成人式（イヤタカ） 

１３日（水）きょうされん支部長・事務局長会議（ZOOM）【伊

藤(雅)】 

      支援員会議（杉の木園・Onememory） 

１４日（木）きょうされん事業委員会 

(ZOOM)【統括】 

      職員研修報告会（全職員） 

１９日（火）職員会議（夢・究塾明日葉） 

２０日（水）認知症サポート研修（職員１３名） 

      秋田市社会福祉審議会 

      第三回地域福祉専門部科会【進藤】 

２１日（木）秋田市社会福祉審議会 

      第三回障害者専門部科会【進藤】 

２２日（金）秋田県災害派遣福祉チーム基礎研修 

               （ZOOM）【横尾】 

      職員会議（とうふ屋丸木橋六兵衛） 

２３日（土）秋田県災害派遣福祉チーム基礎研修 

               （演習）【横尾】  

２７日（水）職員会議（杉の木園・Onememory） 

２９日（金）きょうされん全国理事会 

（ZOOM）【統括】 

３０日（土）きょうされん経営管理者総合研修 

  （ZOOM）【横尾・桜庭・藤原(美)・菅原(由)】 

   

 

 
きょうされん第１２回グッズデザインコンクールで

一羊会から入賞者が２名、入選者が２名、合計で４

名の方が受賞されました。 
【入賞】杉の木園 保坂昌行さん 「クリスマス」 

       →壁掛けカレンダー１２月の挿絵へ 

【入賞】Onememory 菅原正臣さん 「さかな さかな さかな」 

→卓上カレンダー９月の挿絵へ 

【入選】杉の木園 伊藤健さん  「じゃがいも」 

       →壁掛けカレンダーの挿絵 

【入選】Onememory 佐藤あゆみさん「はっぱのかお」 

       →壁掛けカレンダーの挿絵 

受賞された保坂昌行さん、菅原正臣さん、伊藤健さ

ん、佐藤あゆみさん本当におめでとうございます。 

本来は「第４３回きょうされん全国大会 in和歌

山」の式典の中で表彰さ

れる予定でしたが新型コ

ロナウイルス感染防止の

為、中止となりました。

よって杉の木園にて入賞

者の方に澤田統括管理者

から表彰状が手渡されま

した。２３日の魁新聞に掲載されております。 

 

 

～ 杉の木園 ～ 

 

『 TOP`S様ありがとうございます 』 

 
 

12月 22日(火)今年も株式会社ＴＯＰ‘Ｓ様に杉の木園の

清掃ボランティアをしていただきました。 

ホールはじめ事業所・ホームのワックスがけ・窓掃除の

間、利用者は市内のドライブに行き、お昼は「ザブーン」

の豪華お弁当を食べました。ゆっくりした時間を過ごしな

がら今年一年の労をねぎらいました。毎年きれいにしてく

れる株式会社ＴＯＰ‘Ｓ様に心を込めて感謝申し上げま

す。「本当にありがとうございました。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～ とうふ屋丸木橋六兵衛 ～ 

 

『 冬のとうふギフト 』 

 
今回の冬のとうふギフトはとうふ５種を含む１０品の詰合

せ。その中の一品である「稲庭まごうどん」は

稲庭うどん特有のモチモチッとした食感が健

在。また、パッケージがとってもかわいいで

す！（地域の学生さんが発案したそうです。） 

１２月に入ってからは製造数を増やしてギフトなどの対応

が出来るように取

り組みました。み

なさん、とうふギフ

ト購入のご協力あ

りがとうございまし

た。 

写真はとうふ工房

でにがり混ぜやラ

ベル貼りなどを担

当している滝沢

駿介さんです。 

一羊会便り

り 令和３年１月の行事予定 

事 業 所 紹 介 

一羊会利用者自治会 
 

「ワックスがけ」 「窓拭き」 

「ザ・ブーンでの食事」 

「とうふギフトの紹介／滝沢駿介さん」 
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～ 夢・究塾明日葉 ～ 
 

『 LIVEぴいちく 』 
 

LIVEぴいちく開催！きょうされんの会員事業所のなかま

たちが、インターネットの ZOOMを使い、仕事・暮らし・

夢などをテーマに交流をしました。明日葉からも 5名の

方が発表しています。『緊張したけど楽しかった』『全国

のいろんな人の話を聞けて良かった』などの感想が聞か

れ、今後もこのような交流が出来たらいいなと感じれる時

間になりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

～ Ｏｎｅ ｍｅｍｏｒｙ ～ 
 

『 ☆イルミネーション☆ 』  
 

 

Boncafeに入ると…目につくのが入口でお客様をお迎え

するナイアガラ(^_-)-☆ 

横にはトナカイ、        も皆さん

をお出迎えしております。レ

ストラン裏手法面には生パス

タの文字が可愛らしく光りを

放っております。 

みなさん、Onememory＆

Boncafeのイルミネーション

を是非見に来てください。 

  

 

 

 

  

 

 

『 クリスマス会 』  
ホワイトクリスマスとなった２５日、昼食はクリス

マスの特別メニューを頂き、午後はクリスマス会♪ 

クリスマスの由来などを学んだり、本の読み聞かせ

やハンドベル、クイズやジェンガなどのゲームで楽

しんだり、各事業所で企画し行いました。最後はタ

プロス様、花徳様から頂いた、あまーいケーキを食

べてみなさんご満悦の様子でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トピックス 

「生パスタ」 

「雪だるまとトナカイ」 「ナイアガラ」 

「いいね！カードで意思表示」 

「私の夢の発表／佐々木有砂さん、京世大さん」 

～ 夢・究塾明日葉 ～ 
 

 

～ とうふ屋丸木橋六兵衛 ～ 

 

～ 杉の木園 ～ 
 

「昼食はクリスマスメニュー」 

「職員によるハンドベル」 「ケーキでご満悦の朋子さん」 

「進藤園長による本の読み聞かせ」 

「動物の足跡当てクイズ」 

「ゲーム ジェンガ」 

「サンタさんからプレゼント」 

「マナーはフランス料理風」 

「ゲーム 黒髭危機一髪」 

「クリスマスの由来説明」 

～ Ｏｎｅ ｍｅｍｏｒｙ ～ 
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【苦情・要望・相談の内容】 
 

① コロナウィルスで困っていること。外出や外食

ができないこと。 

（Onememory Yさん） 

 

② コロナのせいで、旅行・体力測定など、何もな

くなってさみしい。来年はやってほしい。 

（夢・究塾明日葉 利用者） 

 

③ 年末年始の行事（もちつき、御用納め、御用始

め、成人式）もやらないのか気になる。 

（夢・究塾明日葉 利用者） 

 

【対応・処理回答】 
 

① 感染対策を取った上で、可能な限り安全な外出

を検討して頂ければと思います。新型コロナウ

イルス感染状況は、日々変化していくものです

そのため、外出の申し出があった際には、職員

やグループホーム世話人より近隣の新型コロナ

ウイルス感染状況をはじめ、外出時の感染予防

策や注意点をお伝えします。決して外出や外食

が出来ないことではありませんので、都度ご相

談ください。 

 

② 来年度、新型コロナウイルスの感染症収束状況

をみて開催を検討したいと思います。また、状

況に応じて内容を変更しながら実施の方向で積

極的に検討していきたいと考えています。 

 

③ ご案内がおそくなりましたこと、お詫び申し上

げます。餅つき・御用納め・御用始めにつきま

しては、新型コロナウイルス感染予防対策の

為、四事業所合同での開催は行いません。しか

し、インターネットのリモート機能を活用しな

がら、各事業所で参加して頂く形を取りたいと

思います。 

 

※餅つきは、杉の木園ホールにて杉の木園と丸

木橋合同で行います。明日葉と Onememoryは、

リモートでの参加となります。 

 

成人式につきましては、参加者を関係者少人数

で実施することとなりました。成人式当日の様

子については会報・一羊会便りにてご紹介させ

ていただきます。 

コロナ禍により、例年通りの行事開催が難しい

状況が続いていますが、やり方を工夫しながら

できるものは実施していきたいと思います。今

後、行事などの開催につきましては決まり次

第、早めにお伝えできるように取り組んでまい

ります。 

 

最後に夢・究塾明日葉の利用者の方より、新型コロ

ナウイルス感染症感染拡大を通して次のような感想

をいただきました。 

 

〇マスク、消毒、うがいの大切さに気が付いた。 

〇ソーシャルディスタンス、三密、PCR検査など 

知らない言葉を覚えることができた。 

 〇テレビで、感染症（コロナやインフルエンザ） 

の情報を気にして見るようになった。 

 

新型コロナウイルス感染症に感心を持ち、感想を出

して頂けたこと大変嬉しく思っています。 

引き続き、感染症対策に気を付け健康な毎日を送っ

て行きましょう。 

 

 

 

『 幸せホルモン 』 
渡辺 聖子  

（開登さん母） 

「今日も歌うよ！」 

朝、登所する車の中での曲は決まって「あしたのゆ

め」（一羊会の曲）です。音源は CD。 

２年前に一羊会に入り、４月の保護者会総会で初め

てこの曲を聴いた後、開登が「歌いたい」と言い、 

丸木橋の職員さんにお願いしてダビングをして頂い

たものです。 

流れてくる吹奏楽の伴奏に合わせて歌う開登の歌

は、音程が一本調子で、お世辞でも上手いとは言え

ませんが、家で歌詞を見ながら曲に当てはめて何度

も歌い、２番までよく覚えたものだと感心していま

す。 

今朝も歌い上げすっきりしている様子。 

声に出して歌うことは、幸せホルモンを出し精神を

安定させる効果があるそうです。 

これからも歌い続けてもらいたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まもなく令和が３年目へ。あっという間の１年で

した。先日、ラジオを聞いているとサンタクロー

スが現在千葉県にいるという話をしていました。

サンタクロースが全世界の子供たちにプレゼント

を届ける様子を NASAが特設サイトを

設け毎年、追跡しているそうです。

皆さんのもとにもサンタさんは訪れ

ましたか？ 

保 護 者 会 

 

編 集 後 記 

苦情解決・ボイスのコーナー 


