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こすもすひろば 第５７号をお届けします！

代表
髙橋 尚希

明けまして、おめでとうございます。本年も宜しくお願い致します。令和も 4 年
なんですね。月日が過ぎるのは、こんなにも早いものかとしみじみと感じています。
年を越す前は、新型コロナウィルス感染症も、何とか安心できそうなレベルまで
落ち着いて来ていたにも関わらず、あっと言う間に第 5 波を超えてしまいました。
日々、消毒・手洗い・うがい・マスク着用等の感染予防対策を実行しつつも、ドキ
ドキの毎日です。より一層気を引き締めて、取り組んで行こうと思います。

もの思ふ…（支援の正解って？ついて…）＊高橋個人が思ったことで、法人全体の正式見解ではありません。ご了承ください。
現場でまじめに支援を行っている方は、自分の支援の方法は正しいのか？もっと良い方法があ
ったのではないか？と自問自答する事があると思います。そこに悩めると言うのは、支援者とし
て成長しているのです。その悩みの多くは、臨機応変が求められる「マニュアル・個別支援計画
等に載らない支援」の部分が多いかと思います。福祉サービスは法定業務となります。憲法・条
約・国内福祉関連法・その他関係法令を遵守した上で行われなければなりません。下図参照。
日本国憲法

法 「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」

世界人権宣言・障害者権利条約等の各種条約

「私達のことを、私たち抜きできめないで」

令
遵

国内法
障害者基本法：全国民が平等の人権を持つ個人

守
で

障害者は「社会のすべての場面への参加」「どこ
で誰と暮らすかを選択する自由」「手話や筆談な
ど自分に必要なコミュニケーションの方法を選ぶ

として尊重され、お互いに共生できる社会の実

守

現を目指すものである

ら 自由」を主とした、個人としての保障や権利を持

総合支援法：障害者基本法を基として、障害者
が各福祉サービスを利用できるように、サービ
スへの支援と拡大を実現するためのものである

れ てるようにする。
る 障害を理由とした権利や利益の侵害という差別は
べ 誰にも許されない。国や地方自治体の施策は、国
き
軸

際社会との協調の下に図られなければならない。

支援の現場

関係法令
虐待防止法・差別解消法等々
支援の向

法人理念・倫理綱領等

かうべき

法人規則・支援の現場

方向性

個人別に必要な

事業所のスケージュール

支援を記載した

や作業・食事・衛生面等

個別支援計画

の各種マニュアル等

マニュアル・個別支援計画等に載らない支援

臨機応変な対応が求められる際に、支援の向かうべき方向性を間違えなければ、正解と言えるで
しょう。本人に寄り添い向き合い本人中心の権利を守る支援をチームで実現しましょう！ 髙橋
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管理者
多田 真

なかなか新型コロナウィルス感染の収束が見えない日々が続いておりますが、下火になった年
末・年始に無理なく目いっぱい楽しもうと、『マイスペース』『こだわりの店 ロゼ』では様々な企
画を実施しました。
年の初めは、恒例の初詣・新年会です。午前、マイスペースは古井神社に、ロゼは明徳稲荷神社
に徒歩にてそれぞれ参拝。一年の無病息災を祈願しました。昼食は事業所に戻り、昨年末に４種類
の中から事前に各自で選んだお取り寄せのプチ豪華ランチをいただきまし
た。おいしかったけれど、ごはんが冷たかったのがやや残念！午後は、昨
年に引き続き書きぞめをしました。とても個性的な作品の数々が、堀内拠
点に展示してありますので、どうぞ観に来てください。

責任者
梅本 はる奈

ローゼル商品にふりかけが新登場し、令和３年 12 月 2 日の中日新聞の西三河
版に掲載されました。
『紅色（ローゼル）ふりかけ 乙女の真心』は安城高校生活
文化科の「ハッピーキッチン」さん開発のコラボ商品で、発売以来とても好評で
す(^▽^)/
ふりかけの袋詰めは全て手作業で行っているため、現在はふりかけの袋詰め作業
に追われています。皆さん黙々と袋詰め作業を行っており、作業に向かう姿勢は真
剣そのもの！シール貼りは位置がずれることなく貼り、計量も
しっかりとメモリを見て正確に計量をしています！日々のお弁
当作業やサブレ等の袋詰め作業をコツコツと積み重ねてきてい
るからこそできることだと、日々の積み重ねの大切さを改めて
感じています❕
今後も、色々な作業に取り組む中で一人一人に合った作業提供
をし、日々の作業を丁寧に行えるように支援していきます❕
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責任者
野村 道彦

2022 年が始まりました。今年もどうぞよろしくお願いします。
今回は、11 月 19 日のおでかけランチの様子をお伝えします。
コロナ対策として、少人数のグループでグループ毎に公用車で「の
んほいパーク」に出掛けました。園内もグループ行動のため全員で
の集合写真は撮れませんでしたが、ひさしぶりの外食行事に皆さん溢れんばかりの笑顔でした。当
日はさわやかな秋晴れ！園内を歩くだけでも気持ちのいい日で、動物を見る事が出来たご利用者は
ニコニコでした。今回の行事では、コロナの感染予防と対策を踏まえた上での開催でした。これか
らもできる対策を行いながら、ご利用者の皆様が笑顔で楽しめる行事を提供して行けるように努め
ていきます。

鈴木 仁恵

前号発行以降、生活介護事業では色々な行事が催されました。
今号では 12 月 3 日に桜井公民館で行われた「がんばったで賞 表
彰式」の様子をお伝えします。
2021 年は東京オリンピック・パラリンピックが開催されまし
た。こすもす畑でも日頃がんばっている皆さんを称え、お祝いし
よう！と企画しました。今日はどんなイベントかな？と会場入り
した皆さん。ロゼ・マイスペースそれぞれの責任者がジャケット
を着用した途端、いつもと違うぞ？と感じたのか、引き締まった
雰囲気に。演壇に並べられたトロフィーに目を輝かせる方
も。国歌斉唱や表彰されるのは学生時代以来という方も多
かったのではないでしょうか。一人ずつ名前を呼ばれると
返事をし、賞状とトロフィーを受け取りました。中には賞
状に左手、右手と添え、受け取ると脇にしっかりと挟むと
いう、キリっとカッコいい姿もみられました♪ 今後も、利用者の皆さんが楽しみ、リフレッシュ
できるイベントやクラブ活動を行いたいと思います。
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責任者
高橋 昌志

新型コロナウィルスの感染者数が落ち着いていた年末年始。雪が降り、冷たい風が身を切りつけ
る寒～い冬休みになりましたね。当然、この時期はクリスマスに大晦日とお正月！大型のイベント
のラッシュでもあります＾＾
デイサービスでもクリスマス会にケーキ作り、年越しそばに初詣、絵馬づくりと息つく間もないイ
ベントラッシュ！クリスマス会ではみなさんサンタさんからのプレゼントが待ち遠しい様子で今
か今かとそわそわ。ケーキや年越しそば作りもおいしいものを作ろうと真剣そのもの！初詣ではお
賽銭を投げたくてお賽銭箱を取り囲み、みんなで神妙に手を合わせていました＾＾

管理責任者

真下 敦

2019 年 12 月 中国で初めて報告された COVID-19 新型コロナウィルス。いくつも変異を
し、まだまだ世界中の人々を苦しめています。その中で私達も毎日出来る限りの対策をしつつ過ご
して行かなければなりません。皆さんもご自身や周りの大切な人の為にも、マスク着用、手洗いう
がい、手指消毒等を積極的に取り入れていきましょう♪
そんな毎日ですからストレスを抱える事も多いかと思います。外出して気分転換、ストレス発散
をという外出支援では有りますが…ストレス発散の為の外出で感染！なんて本末転倒！！
その為にもこすもす畑 青空では皆様に【居宅介護等事業の対応表】をお配りし、今考え得る対策
を伝えご利用者やご家族や私共ヘルパーが安心・安全な時間が過ごせる様にと考えております。ご
確認頂き、配置ヘルパーと行き先やルート等ご相談頂ければと思います。

こんな時期だからこそ、安心・安全なリフレッシュ時間をご提供出来ればと考えて
います。

皆さまのご理解ご協力宜しくお願い致します。
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責任者
岡部 雅彦

コロナの感染が落ち着いた１２月の中旬に毎年恒例のクリスマス会を開催しました。
昨年中止となったケーキ作りや豪華賞品が当たる抽選会！サンタ
さんからのクリスマスプレゼントと内容盛りだくさんのクリスマ
ス会になりました。ケーキ作りでは少人数のグループ分かれて、い
ちご やチョコ、果物を飾りつけ、皆さん楽しそうにオリジナルケ
ーキを作りをしていました。
感染予防対策をしながらの開催となりましたが、笑顔あふれる楽
しいクリスマス会となりました。

事務長
中川 美香

ドリームハウス様より
●野菜（人参・里芋・玉ねぎ・大根
・キャベツ・ブロッコリー などなど）

安城善意銀行様経由にて、
陳 其雄（ちん きよう）様より
●玄米 30 ㎏×5 袋

ＪＡ安城南支店様経由にて、和泉の農家さん達より品評会
に出品するお野菜を沢山頂きました♪
●安納芋・大根（赤・白）・人参（白・赤）・かぼちゃ・
白菜・里芋・ピーマン・なす・青梗菜・かぶ

など

頂いたお野菜は、
“こだわりの店 ロゼ”のお弁当の材料に主に使わせて頂いております。
皆様方の温かいお気持ち感謝しております。
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こすもす畑では、法人の理念・活動に賛同し、ご支援して頂ける賛助会員を募集しています。
★賛助会員費（年間）：一口３,０００円
現在、賛助会員費は、新しいサービスの準備資金として、お預かりさせて頂いております。
★賛助会員は、年度ごとの入会となります。会員特典として、「カラー版会報誌」の送付を行
なっています。
★令和 4 年度の賛助会員お申し込みは、こすもす畑まで、お気軽にお問い合わせください。
令和 3 年 11 月～令和 4 年 3 月までに賛助会員として、ご支援を頂いた方々です。(順不同)

石川 正勝 様

中垣 健 様

✿ 暖かいご支援をありがとうございます ✿

昨年１２月より支援させてもらっています、前田で
す。まだまだわからない事ばかりで、先輩指導員さん
のもと支援させてもらっています。利用者さんが笑顔
支援員
前田 美子さん

で過ごせるように頑張っていきますので、よろしくお
願いします。

年明けから送迎運転手に加わりました、柴原です。
少しずつ道を覚えているところです。今の緊張感を忘れずに、
毎回の送迎に取り組んで参りますので、よろしくお願いします。

送迎スタッフ
柴原 哲保さん

極上 ローゼル美人
（ローゼルティー）
ティーバッグ５袋入り

￥ ４ ５ ０ → ￥５００
【お問い合わせ】

こだわりの店 ロゼ

※写真はイメージです

安城市横山町浜畔上５８番地７

Tel:0566-74-8855

駐車場は店舗裏手にございます。詳しくは店頭でお尋ねください。

営業時間 １１:３０～１４:３０

(ラストオーダー パスタ・１３:３０
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デザート１４:００)

