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月
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時

分より

年度社会福祉法人あいのわ福祉会後援会総会開催
年

第
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第
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号議案

号議案

号議案

1
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平成
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平成

年度予算（案）について

年度事業計画（案）について

年度役員（案）について

年度監査報告について

年度決算報告について

年度事業報告について

階会議室

第

2

30

3

内容：総会

10

4

ました。

最近のテレビや出版物では、下町

ブームや幕末ブームとも言えそうで

すが、そこにつながる江戸時代、東

郊の農村地帯であたったここ足立

を、４代将軍・徳川家綱が「御前栽

畑」としたそうです。御前栽畑と

は、江戸城・将軍家に献上する（前

栽とは野菜）野菜をつくる畑だそう
です。

幕府から種を渡され栽培されたも

のには、夏牛蒡・夏大根・なす・真

桑瓜・西瓜・等々。また地名の付い

た野菜も数々、西新井大莢・本木なす・栗原山東菜・千住ねぎ・金

町小かぶ等、現在もお馴染みの多種類の野菜が栽培されていたよう

これらの野菜とともに、主食である稲作も盛んで、これも内匠新

です。

田（南花畑あたり）や保木間村二ツ家（青井３・４丁目辺）などの

お米や野菜の運搬にも大活躍していたようです。そして農業に欠か

また、稲作には水が不可欠で、その対策として用水路が発達し、

新田開発が進められていたからとのお話でした。

私たちが暮らしている、また各施設がお世話になっている地域の

せない肥料は、江戸の都心から下肥を運び活用していました。

～

昔はどん

とせ氏による講演がありました。

年度・後援会総会終了後、足立区郷土博物館・学芸員の萩原ち

講演会 「足立のくらしー江戸時代から現代まで」

感謝状贈呈式、講演会

6

号議案

3

平成
日時：平成
6

場所：足立あかしあ園

8

22 22 22 21 21 21

22

22
5

22

な所だっ

歳の地主さんで昔農家だった方は、「私の若い時は、千住の橋を
知ってい

下肥を乗せてよく荷車を曳いて超えたものです。」とのお話を聞い

寛永２年に千住宿が建設され、４宿の中で最大の規模だったよう

目は東京近県、いや全国に広がりましたが、今も農村の名残はそこ

時が移り農村だった足立も市街地へ、流通の発達とともにその役

で、現在も残る千住のやっちゃばと共に活気があったようです。
事も多く

かしこに。

す。時には散歩がてらに覘いてみてはいかがでしょうか。

郷土博物館や都市農業公園には、様々な資料や展示がされていま

有りそう

に拝聴し

で楽しみ

でしたの

からない

意外とわ

た事がありました。

たのか、

70
るようで

80
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足立あかし あ 園 だ よ り
め、今からご期待ください。（塩田）

れています。新しくなった建物も含
ほ ど、 現 状 の既

見 学す れ ば する

色々な施設を

た。当日は午前・午後と２部に分かれ

～３ヶ月前から練習を重ねてきまし

コラボバンド「スカイハイ」は、２

月が経とうとし

ートして早４カ

今年度がスタ

さんとご家族が、その人らしく、安心

い ます 。 利 用者

さ んが た く さん

い 場合 や 利 用者

は 、利 用 で きな

存 の施 設 だ けで

企画し、懸命にそのための準備をして

を合わせて、当日に発表したいものを

た。

なり、とても楽しいものになりまし

りましたが、本番ではみんなが１つに

て行ない、はじめての企画で心配もあ

綾瀬あかしあ園だより

ています。「地

して暮らせる場所はやはり今の家の中

きました。

梅雨が明け猛暑の時期となりました
つに分かれたグループの皆さんがそれ

域生活相談の充

今あるサービスを駆使して、他職種

ではないかと思うようになりました。

日にはＣグループが今年度最初

の旅行ということで千葉方面へ宿泊に

日、

天気の心配な時期ですが、６月

が、足立あかしあ園では今年度から４
ぞれ元気に、作業や活動に張り切って

実」を重点課題

出かけました。少人数での旅行でゆっ
たりとフェリーに乗ったり、海の幸に

日には「昼食バイキン

舌鼓を打って満足で元気に帰ってきま
また、６月

したよ。
グ」をたくさんのボランティアさんの
ご協力もあって楽しく行いました。今
回のテーマは「ハイキング」というこ
とで、サンドイッチにから揚げやハン
バーグなど、気持ちのいい野山で食べ
たい物がたくさん並んでいましたが、
このところみんなの定番になりつつあ
る 〝も つ 煮 込 み も 並 ん で い る の に は
〝
思わず大笑い・・・。たくさん食べて
みんなのお腹はプックリしたかな―？
昨年度は改修工事のために行えなか

分たちの勉強不足を日々、痛感させら

でいますが、自

地域生活相談支援ができたらと思いま

しい生き方」の支援、本当の意味での

の方と連携を取りながら、「その人ら

す。

た製品も売れ行きがとてもよかったで

早々と売り切れ、きずなの作業で作っ

「杜祭」は参加していただいた方々

した。

ィングなどにも大勢の方が並んでいま

韓国マッサージ・フェイスペインテ

す。

（森）

れている毎日です。書面だけでは分か

竹の塚あかしあの杜きずな
（生活介護入所）だより

りのニュースで、当日の天候をみんな

開催となりました。数日前から梅雨入

との交流の場として、一層進んでいけ

年々周囲の方々の協力も増え、地域

と利用者・職員の心と心を繋ぎ、大盛

り入れ、保護者の皆様に少しでも参考

が心配しましたが、みんなの祈りが届

るように、今回の経験も活かしていき

して、勉強しな

ずな共同のコラボバンド、各サークル

今年の「杜祭」は主に、のぞみ・き

日に第３回の施設祭を開催し

施設祭に向け、利用者も職員も急ピ

ました。

６月

竹の塚あかしあの杜のぞみ
（生活介護通所）だより

来年もまたご期待ください。（朴）

たいと思います。

況で幕を閉じました。
にしてもらえたらという思いで、報告

いたのか、途中太陽も顔を出し、汗ば

日に

させてもらっています。こんな情報が

むような天気に恵まれました。

第３回目の「杜祭」が、６月

知りたい、施設を見てみたいなどあり

ボランティアの方々、ご来客、地域
の方々も多く来てくださり、盛大な開

がら１つ感じた

紹介などのプログラムを行ないまし

会式がはじまりました。

ことがありま

た。

地域生活に関

てください。

慮なく声をかけ

ましたら、ご遠

現在は、毎月１回は、施設見学を取

できる事も多いです。

とり、足を運んだりして、やっと理解

のつど福祉事務所や関係部署に連絡を

らない、知られていない事も多く、そ

父母の会や他施設による模擬店も

サークル紹介は、メンバー全員が力

います。

として取り組ん

17

ったお祭り（ふれあいフェスティバ
ル）が、今年はより盛大に９月に行わ
れます。いよいよ準備も本格的になっ
てきました。どんな催しにするのかな

す。

13

25

ど、園内のあちこちで話し合いがもた

13
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ッチで準備を進め、なんとか当日にこ
のぞみの出し

ぎつけたなあという気持ちです。

しょうか。

（細野）

が、家族と利用者と一緒にひとつの事

に汗を流して行えるのは、ファミリー

レクリエーションの本当に良い所だと

ているボランティアの方々のご協力が

Ａ・ＫＡ・ＭＡ、いつもお世話になっ

)

今年度も、６月３日に佐野センター

染(谷

ってしまいましたが、夏に向けて雰囲
気が出ています。

大谷田就労支
にて家族との交流や地域との交流の行

思います。

援センター軽作

あり、無事にみんなが笑顔でファミリ

神明福祉園だより

ブのステージ発
業・自転車事業

事として、ファミリーレクリエーショ

大谷田就労支援センター
大谷田ホームだより

表』と『自主生
月よ

物は『音楽クラ

産品の販売』で
室では、

『ミサンガ』『陶芸皿』などで、たく

『ボンボン』

自主生産品は

車清掃ができる

コン完備で自転

場を囲い、エア

り自転車の洗い

んでの競技、地域の方による盆踊り、

れ、只今建設中のスカイツリーにちな

て、応援合戦、パン食い競争、玉入

ンを行いました。赤組、白組に分かれ

た。

うございまし

当にありがと

きました。本

ーレクリエーションを終える事がで

当日は、神明南町会の女性部、Ｎ

した。

さんの方にご購入いただきました。

みんなでのマイム・マイムのダンス、

皆さん、事前に店番の練習をした成

ながったはず。

緊張するものですが、きっと自信につ

知らない人に声をかけるのは誰でも

情。

ませって言えたよ」と満足そうな表

「緊張した～。でも、いらっしゃい

「緊張する～。お客さんになんて声

店番前は

が、これからは

いしていました

転車清掃をお願

をしながらの自

には大変な思い

た。利用者の方

を行っていまし

なる自転車清掃

さで手足が痛く

吹きすさぶ中寒

ら、冬は寒風の

たたらせなが

炎天下で汗をし

今まで、夏は

できました。

を過ごすことが

緒に楽しい時間

家族の方と一

の方などなど…

てくれた利用者

服を着て頑張っ

合戦でセーラー

者の方や、応援

して頂いた保護

って競技に参加

方以上に張り切

した。利用者の

リレーを行いま

最後は班別対抗

として各曜日で外出を計画しました。

らせしたように、本年度の新たな試み

神明デイサービスは、前号でもお知

迎えるにあたって皆さん体調は万全で

めやらぬ今日この頃ですが、夏本番を

サッカーワールドカップの熱気もさ

組の優勝でした。

ーションは白

リーレクリエ

今年のファミ

ちなみに、

果か、ぎこちないながらも一生懸命に

自分たちが一生懸命つくった作品

空調のきいた部屋で清掃作業ができる

神明デイサービスセンター
だより

すか？

少なくなってきているのは、今後の行

年齢が上がると共に家族の方の参加も

た。

オ」へランチ外出に出かけてみまし

今回は水曜メンバーで「亀有アリ
洗い場の天井には日差し防止の為す

事のあり方を考える課題でもあります

は、

と言っていましたが、店番終了後

をかけたらいいのかわからない！」

売り込みをしていたと思います。

を、自分たちの手で売る…大きな喜び

ことになってほっとしています。

（永池）

でしょう。また、販売を通して、家族
は、きっと１人ひとりに何かしらの気

だれを付けました。海の家みたいにな

フードコートで思い思いの昼食を

持ちを起こさせてくれるのではないで

利用者の方の

や職員以外の人たちと触れ合う機会

た。

ようになりまし

6

…。（苦笑）

る場面もあり

の方が熱くな

ークでは職員

が、ゲームパ

策したのです

アリオ内を散

た作品が展示し

活動で製作され

が講習会や自主

スの利用者さん

に、デイサービ

園の販売品の他

祉作業所や福祉

祉施設の１階のショーケースには福

あとお知らせですが、神明障がい福

しいケーキと神

他の施設の美味

の試みとして、

店では、初めて

出でした。喫茶

売れ切れ品が続

パスケースなど

商品のデザイン

れが大好評で新

売では、定期入

る体験をしてもらいました。自主販

を選んでブレスレットや財布に刻印す

いますが、オハナのみんなは、元気に

梅雨に入り、天候不順の日が続いて

（河瀬）

ています。

旅行を予定し

体験など宿泊

ャム・バター

ザー牧場でのジ

葉鴨川方面、マ

ラダイスや、千

喫できました。

次回はどんな
てあります。い

明のコーヒーと

堪能した後に、各グループに別れて

外出になるの
ずれも力作ぞろいで、定期的に変えて

過ごしております。

日とオハナの７人の仲

のコラボレーシ

日、

ご覧ください。

グループホームオハナだより

やら？乞うご

いますので、施設にお寄りの節はぜひ

例のハート＆

６月
販売させて頂き

旅行の１週間前はみんな楽しみで興

ョンをセットで

用者さん・職員ともども体調に十分配

ました。どのお

奮している人も多く、夜はなかなか眠

これからも暑い日が続きますが、利
慮しつつ、元気に乗り切っていきたい

店も利用者や職

ハートで、音

（倉成）

アの皆さんと協

員、ボランティ

時間は旅行の話で盛り上がっていまし

れなかったり、みんなが集まる夕食の

間で箱根旅行に行ってきました。

楽講習会「リ
と思います。

もありました。
大きな歌声と合奏の他、アンコール

日は天気にも恵まれ全員で

た。

祉作業所では、

今後の神明福

大きなケーキでハッピーバースデーの

ました。（石毛さん・鈴木裕美さん）

ながら、６月生まれのお誕生日会をし

富士屋ホテルで美味しいランチを食べ

当日の

力しあいまし

楽しい行事が予

た。
神明福祉作業所では、６月６日

定されていま

暑い日が続きますが本格的な夏の始

（日）佐野センターで行われた「ハー

歌をみんなで歌っていると、食事に来

ボで盛り上がりました。メンバーも増
これからの練習にも新しいものを取り

ト＆ハート」に参加しました。当日

す。かりんグループでは、西新井アリ

ていたお客さんも一緒に歌ってお祝い

ぶ沼公園へ散策外出に出かけています

まりを楽しみにしています。

入れつつ楽しんでゆけたらと思ってい

は、天候にも恵まれ沢山の人で会場は

オ映画・越谷レイクタウン買物外出が

してもらい、思い出に残るお誕生日会

えたので、次はＥＷＦの発表に向け、

ます。

大盛況でした。

あります。あおぞらグループでも「見

また６月は菖蒲の季節！毎年しょう

今回は、４つのお店を出店しまし

が、今年は花も大ぶりで見ごたえがあ

日は海賊船と彫刻の森グループに

となっています。
９ 月 ２ ・３ 日 に は 、 八 景 島 シ ー パ

者それぞれが計画を立てています。

る・遊ぶ・見学・買物」に分かれ利用
額に汗しながら丁寧に磨きあげまし

りました。曜日によってはとても暑い
中での外出となりました。梅雨の中の

た。革体験では、お客様に好きな絵柄

20

束の間の晴れ間を短い時間でしたが満

分かれましたが、あいにくの天気で海

27

た。自転車清掃では、

台の自転車を

26

神明福祉作業所だより

ハビリテータ

27

ーズ」の発表

26

６月には恒

では職員との「南中ソーラン」のコラ

期待です。

平成 22 年 7 月 25 日発行（隔月 25 日発行）

（4）
あかしあ

賊船は見合わせとなってしまい、全員
で彫刻の森に行き美味しいランチを食
べながら、ゆっ
くりと過ごしま

あいのわ支援センターだより

て選考委員は苦渋の決断に迫られる

ちもその例にもれません。加えて、身

あいのわ支援センター谷中は、障が

体介護度の高い方の地域生活を支える

あいのわ支援

い者の地域生活全般に係るサービスを

毎日を送る事に

センター谷中の

複合的に運営するという、いわば画期

という大きな役割を担おうとしている

工事状況は、ま

的な取り組みであります。居宅・ケア

のですから、多くの課題に直面してい

ームの説明会を神明障害福祉施設にて

だ基礎工事の段

なると思われま

名を超える方

階です。開設ま

す。

日に

第１回の説明会にご参加が出来ない

ホーム・ショートステイ・地域サービ

６月１日に第１回の谷中グループホ

方もいらっしゃったので、６月

でもうしばらく時間はかかりますが、

スのそれぞれを統括して行う形態で

間

みんなが笑

顔で楽しそうに

が参加されました。

なかったので来

は海賊船に乗れ

スカーでは今回

帰りのロマン

されているご本人様を始め、ご家族の

た。また、参加された方も入居を予定

考として聞かれている方など様々でし

方、将来的に入居を考えている方、参

は、今すぐに入居を希望されている

方が参加されました。参加された理由

て、全国グループホーム・ケアホーム

去 る ７ 月 ８ ・９ 日 、 千 葉 ・ 幕 張 に

員一同準備を進めてまいります。

して家庭的なホームになるように、職

みだと、今回再認識させられたこと

得ても、まだ未発達な分野への取り組

進め、第２・第３のケアホーム設置へ

す。現場から新しいスタイルの構築を

ています。

等研修会千葉大会が開催されました。

たものでした。モデル事業として、あ

業を行う自負を更に強く感じさせられ

は、新センターへの責任や、先駆的事

全国的な研修会でも、行政の回答を

厚生労働省の稲葉好晴氏は、政府な

いのわ福祉会あげての実践が注目され

全国ＧＨ・
ＣＨ等研修会千葉大会に参加して

向け創意工夫を重ねていきたいと思っ

年はリベンジし

方、職員の方など多くの方のご参加が

（吉見）

よう！と楽しか

ありました。
説明会ではグループホームの概要を

りに障がい者の所得保障や医療ケア等

た、法人の

について検討を行っており、近々に回

培ってきた

初め、募集要項やショートステイ、入

シンポジュウムでは、「地域で暮ら

浴サービスなどあいのわ支援センター

せる仕組み作りのこれまでとこれか

ることは必
説明会終了後から、入居募集が開始

専門性をい

答を出せるという見解を示されまし

され、日々入居を希望される方の申込

ら」というテーマの中で、障がい者が

谷中で立ち上げる事業についての説明

な旅行を計画し

日に第１

至です。ま

ていきたいと思

み書が届いています。７月

た。

います。

返っていまし

った旅行を振り

70

る状態です。

足立あかしあ園にて第２回目の説明会

入居が決定された方が住みやすく、そ

した。

過ごしている姿
名近くの

行いました。当日は、

を見ると、本当
を行いました。こちらも約

また来年も７

た。

15

充実した２日

に嬉しく思いま

人の仲間で行け

もありました。

す。
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るように、素敵

20
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今月も楽しく過ごしていきたいと思い

調を崩さないように気を付けながら、

まだまだ蒸し暑い日が続きます。体

の総数が明らかになります。現時点で

回選考会議が実施され、ここで応募者

保、医療ケア、利用者の高齢化等が懸

の中では、各事業所共通して人材確

など多角的な議論がなされました。そ

地域で暮らす事の現状や問題点、課題

ます。

機とも考え

揮すべき好

かんなく発

（永山）

名を超えてい

ます。

る為、大変難しい選考になると思われ

案事項として出されました。当然私た

（小山）

の応募者は入居予定の

16

ます。８月の初旬の入居者決定に向け

12

後援会だより
（平成

年

月～

月）敬称略、順不同

編集後記

７月に入り、一気に梅雨の蒸し暑さが増してきました。

暑中お見舞い申しあげます。

土屋佐和子、青木弘治、石鍋一郎、小金井寛

◇特別会員（１口１万円）

日竹の塚の

日に綾瀬あか

しあ園、そして９月５日足立あかしあ園、

杜祭が梅雨の晴れ間に恵まれ盛大に行われました。そして７月

（株）マルゼン、清水正雄、石鍋元章

月７日神明障がい福祉施設と続き

（株）サンベルクス、（株）サンベルクス鈴木秀夫
神明福祉園父母の会、神明福祉作業所保護者会

青井４丁目第５自治会、青井４丁目住宅自治会、（株）ソーリン

◇団体会員・他（１口５千円）
今井澄子、田林恵子、平田敏光

平沢清寿（２口）、西村文雄、須賀賢一、三田昭夫、佐藤豊子

９名

ー菊花火柳花火と打ち重ねー

どうぞ皆様も消夏法を駆使してお元気でお過ごしください。

などなど、夏を楽しむ暮らしの知恵がたくさんありますね。

日・

日に足立区役所・中央公園を会場に開催されました。

■地球環境フェアー２０１０のご報告
６月

原

時ごろには完売する

申し込み・お問合せは後援会事務局 電話（３８４９）１１８８まで

一人でも多くの方々にご賛同いただき、後援会への加入ご支援をお願い致します。

て後援会活動を行っております。

当法人の事業及び運営施設の発展を願い、財政的な援助をしていくことを主とし

●後援会加入のおねがい●

の生活を振り返り反省した日にもなりました。（鈴島）

この一日、「ゴミ」の考え方や地球環境を踏まえた暮らしの在り方も、自分

や配達にご協力頂きました皆さん有難うございました。

ことが出来ました。お手伝いの父母の会役員・綾瀬の保護者の皆さん、仕入れ

当日、梅雨時でしたがまあまあのお天気に恵まれて、

亜季

夏の味覚〈蜜豆・ところてん・枝豆・鰻等々〉や花火・浴衣・うちわ・怪談

ょうか。

２か月以上も続く東京の夏ですが、皆さんは夏対策を（消夏法）お持ちでし

11

あいのわ福祉会後援会でも、模擬店を出店する形で参加しました。

20

◇個人会員（１口３千円）

内児童

３５泊

13

沢木綾子、田上弘治、赤羽敬司、西野勇雄、丸洋子、田中誠、吉澤國夫
羽子田はるみ、久保田博（２口）

秋山啓司、川名ハルミ、藤極明美、綾瀬あかしあ園保護者会

◇寄付者

★今年も多くの皆様からの後援会へのご加入、ご寄付 有り難うございまし

内児童

年５月～６月）

た。今後ともどうぞよろしくお願い致します。★

（平成

竹の塚あかしあの杜「なごみ」

７６名

短期入所事業利用状況
延べ利用人数

２１８泊

19

（株）カナイ、大谷勝、青井３丁目中央自治会

ます。皆さまどうぞお暑い中ですがお出かけいただけましたら幸いです。

24

暑さとともに、今年も園祭の季節がやってきました。まず６月

6

足立成和信用金庫青井支店、平田伊三郎、神代和幸、峯岸茂隆

5

渡辺杏子、金成常子、（株）泰成工業所、（株）植竹製菓

13

22

延べ利用日数

22

（6）
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