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２年越しで夢見てきた新社屋の完成が目前になって、今思うことは「自分が自分で想

像していたものとは大きく違った」こと。

まず、自分自身がこの不一致にビックリした。もっと喜びが満ち、笑みがこぼれるのだ

ろうと想像していた。しかし、日に日に建物として姿を見せる(社)光陽福祉会に、大きな

大きな責任をど～んと背負わされたような…気持ちになった。

この法人の事務局長であることの責任に、この法人の利用者、保護者様に対しての責

任に、この社屋でこれから行う事業に対しての責任に…。 嬉しいというよりも、大きな責

任を改めて突き付けられた気持ちになった。（ごめんなさい。めでたいのに…）

もちろん経営者である会長と同じように、とまではいきませんが、逃げたい、逃げられな

い様なプレッシャーというものを肌で感じました。いつもならそのプレッシャーを跳ね除け

るより、さらりとその責任から逃れ、責任の重さを感じることを避けてきた私がいました。私

の１番の改善しなければならないところです。

しかし今回はかなり真面目に責任の重みを受けました。責任の重みを受け、逃げられ

ないのであれば真正面からこの責任を受けてみようと考えています。その重みを背負う

覚悟を持ち、利用者、保護者、職員が嬉しいと思ってもらえるために前に進んでいきた

いと思います。

今、何ができるか？ 今、何を求められているか？ 今、何が必要か？ 等々光陽福

祉会の「今」をしっかりと考えていこうと思う。

「今」はきっと未来に繋がる。

「今」と「未来」を繋げる。光陽福祉会はその仕掛け人。

私の喜びはもう少し先伸ばし…。みんなの笑顔の先に私の喜びはあるのだと思う。



• サンタのお兄さんも一緒に記念写真

• まわすのってたいへん
• ぐ～るぐる・・・

• ハートのカタチになぁ～れ

この日の取り組みはクリスマスケーキ作り。生ク
リームを均等にぬり、フルーツをはさみ、苺やお菓子をトッピング。デコレーションすることが楽しくって、みんなかなり真剣
な表情。一人ずつ手を加えていき完成したケーキをみんなでおいしく頂きました。職員からのゲーム等の出し物では身を
乗り出して参加してくれましたよ。 午前のサンタさんはお兄さんサンタでしたが、夕方のサンタさんはトナカイと一緒にやっ
てきました。サンタさんからのプレゼントはゆきだるまパンでしたね。みんなのお家にきたサンタさんはどんなプレゼントを
持ってきてくれたのかな？中高生の出し物には、今年もハンドベル演奏があり
ました。きれいな響きを奏でるハンドベルは、この時期にピッタリ！
クリスマスムードたっぷりのつぼみとなりました。

• トナカイさんと共にサンタさん
• がやってきました
• 「メリークリスマス♪」



ふっくらつき上がったお餅 「おいしそう♪」でも今日は鏡餅つくり
食べることは我慢・・・我慢・・・で
我慢して「ま～るくなあれ」と呪文のよ
うに唱えながらやさしくやさしく包み
込み丸めていきました お餅の感触に
びっくりし触れることに抵抗を感じてし
まう子もいましたが・・・
お餅は熱っい間が勝負!!

固まるまでの短い時間が勝負なのです この短時間勝負が難しい 団子に
なったり 潰れてしまったり ひび割れたり・・・とハプニング満載でした
でも一人一人の鏡餅には個性が光っていましたよ

少々不恰好でも思いがいっぱい詰まった鏡餅は福を運んできてくれそうで
した 恒例行事の一つになっている鏡餅作り 各家庭の正月の顔となって

いることを聞き 子供たちが一生懸命作り上げた物が生かされている
ようでとても嬉しく思います

餅つき機の中では お米から段々とお餅に
変わって行く様子にみんなが釘付けでした

お手本を見ながら 手の動きを確認しながら 頑張りました

気持ちを込めて
「ま～るくなあれ」

「ま～るくなあれ」



毎年恒例のうどん作り すっかり年越しの風物詩となりました 今年は
未就学部さんから可愛い参加者も増え取り組んでいます そんな可愛
い参加者を中高生のお兄さんはひざの上に乗せて一緒に見学してい
ましたよ（微笑）
未就学のお子様は初めての参加 初めての顔ぶれに少し圧倒されて
いましたが 製麺器には興味を示し徐々に雰囲気にも馴染んでいまし
た 職員と一緒に製麺器のハンドルをにぎり 「ぐる ぐる」 と力強い声
かけと共に回しています 製麺器を通り出てくる生地が平ぺったくなっ
たり 麺になって出てくる様を見て目が離せなくなっていました

「ぐ～る ぐ～る」
みんなが応援してくれました • なにがでてくるのかな・・・?

右手はハンドル 左手は生地 視線は製麺器 職人さんみたいでしょ

中高生はうどん作りの下準備から盛り付けまで
頑張ってくれていました

久し振りに持った包丁でしたが 身体で覚えた事
は忘れないものなんですね 怪我をすることなく

取り組むことができました
菊池製麺店 店長?
本日限りの開店
寒い中での営業
ありがとうございました



神様に会う前に手を清めました

順番を守り マナー良く対応できました

初詣の当日は 朝から雪や雨がちらついていましたが みんなが出かける頃には天
気にも恵まれ 今年初めの外出も無事にスタートすることができました 岐阜市内にあ
る伊奈波神社への参拝は今年で４度目になります 恒例行事には積み重ねがあり子ど
もの姿に成長を感じることができます 昨年の姿を思い出しながら「１年の振り返り 今
年の目標」を頭の中でイメージしながら “今年も元気いっぱい 楽しい１年が過ごせま
すように・・・”とお願いしてきました

今年は初めて屋台での
買物を楽しんでいます
おいしかったね（笑）



～１年の無病息災や豊作・招福を祈願する慣し
また、年末年始の胃腸の疲れを整えてくれると
いう事で１月７日に食する七草粥～
つぼみでは１日早く取り組みました

七草の取り組みの前には 七草を紹介しています
「セリ ナズナ スズナ スズシロ ホトゲノザ ゴギョウ ハコベラ」の七草
職員も事前に勉強 葉を手に持ち 説明書を頼りに 取り分けていきます
わかりやすいのは スズナ スズシロ セリ それから先は・・・（笑）
たくさんの葉を食べやすい大きさに小さくカット しています

中高生のみなさんは 蒲鉾の飾り切り
に初挑戦！！
包丁を使っての細かい作業 自然と真

剣な表情へと変わっていきます 手の動
きに注意しながら 見本・手順を確認し
ながらの取り組み 見守る職員の肩にも
自然と力が入ります
包丁の角度を変え指先・手先の力加

減 柔軟な手首の動き等など・・・
本当に大変でしたが松葉やうさぎの形
ができあがりました
お正月の雰囲気が十分に出せた華や

かな蒲鉾になりましたよ

おいしい～
おかわりしちゃった

これなあに～



昨年、自転車に加わった新メンバーの子ども達も早一年となりました。

最初は、切り替えることが難しく、泣いて怒っていることが続き取り組みに向かわせることに精

一杯であったり、お母さんとの待ち合わせ時間が待ち遠しく最後までの取り組みが集中できず

に我慢することから始まった子もいました・・・。

しかし今では、自分から積極的に取り組みに向かおうとする姿。移動支援の日をすごく楽し

みにしてくれている様子。自転車の運転操作が上達し、補助輪が外れ、途中ブレーキをかけ

止まれるくらい成長した姿を見せてくれる子もいます。交差点での確認、交通ルールを少しず

つ体得し、個々のプログラムをクリアできるまで成長していることを実感。そんな子どもの姿を

見ることができ、とても嬉しく思います。

自転車だけでなく、乗馬・プールを通じても同様、回を重ねるごとに見せる満面の笑顔、意

欲的に取り組んでいる姿、色々な事ができる様になり、自信へと繋がっていることも実感してい

ます。一対一で関わる事で、楽しいこと、大変なことも数々ありましたが、子ども達にとっての貴

重な経験の場であったこと、そして私たち職員も貴重な経験の場であったと思っています。

まだ、まだ寒い日が続きますが、体調管理に気をつけ、成長を見守っていきたいと思います。

２月の終わりで、支援員になって、丁度１年になります。週２日、中学校で勤務をしています。

「私より体の大きい難しい年頃の子どもたちへの支援が、出来るだろうか？」「独り立ちが出来

るだろうか？」と不安でいっぱいでした。それでも自分の子どものように思い、とにかく支援でき

る事は、全力でやっていこうという気持ちになりました。

興味がありそうな事柄には、自信を持って取り組めるようにしたり、決して諦めないで粘り強く

関わる事を心掛けてきました。

今時の中学生の話題にはなかなかついていけませんが、いろいろと笑顔で話しかけてくれ

ます。３月には、卒業式を控えています。

残り僅かですが、基本的な生活習慣をきちんと身につけ巣立ってほしいと願っています。

これからも、子どもたちと共に成長する支援員を目指していきたいと思います。



働くすがた
～継続雇用に向けて～

2012年も幕開けし、TGWで働く彼らの仕事も1月6日からスタートしました。

年明け初日の彼らの第一声は、元気いっぱいの「明けましておめでとうございます」、「今年

も宜しくお願いします」と頭を下げ、見事な挨拶からでした。誰かに言われなくても、誰に対し

ても同じように挨拶ができる・・・当たり前のことかもしれませんが、一つひとつの彼らの言動に

「すごい！！」という驚きと共に彼らの成長に嬉しさを感じています。「仕事納め」の時も、2011

年の締めくくりとしての作業を責任持って行ってくれた彼らでしたが、「仕事初め」の2012年も

気合い十分で、仕事に対する意気込みが漲っていました。

作業では、12月の終わりから始まった『新工程』をマスターしつつ、1月からの新品番のガス

ケットのゲート切りに挑戦する日々の中、「切れないのでは・・・」という不安を見せることなく、

新しい品番に挑戦したいという思いを強く持ち「できる！！」という思いで、前向きに作業に取

り組む姿がありました。

加工するガスケットの生産箱数も増え、「力」を発揮できる状況です。

また、作業への集中力の高さは、本当に素晴らしくジョブコーチとしても驚きを隠せないほど

です。

・・・今年の彼らの活躍に期待が高まります。

今年は、TGWで働く20名の社員のうち15名が成人の日を迎えました。

20年・・・楽しいことはもちろんですが、苦しいこと、辛いこともあったと思います。一緒に乗

り越え、成長を見守ってこられたご家族の方々あっての、今の彼らです。

20年間、身近で彼らを支えて一緒に頑張ってこられた、ご両親、ご家族の皆様方、そして、

晴れて新成人となった15名、本当におめでとうございます。こうして無事に成人に日をお迎えに

なられたこと、心からお慶び申し上げます。

今年も共に頑張っていきたいと思っておりますので、宜しくお願い致します。



非常階段が完成！

現在の新社屋の進捗状況をお伝えします。前回の『ひかり』でお伝えした時はまだ柱ばかりで部屋の間仕切り

が分かる程でしたが、今は部屋を区切る壁がしっかりとできており、また完成に一歩近づきました。外壁は色が付

き、外から見てみるとガ○○やＣ壱番に負けないくらい目立ちます！さらに、階段が完成したことにより誰でも

楽に２階に上がれるようになりました。以前は怖い思いをして梯子を登ったのでとても感動です。

完成間近、引越しまで一か月余。さらに竣工式も控えています。新たな社屋で新たな事業を粉骨砕身の思いで

頑張りたいです。

正面玄関
玄関を入ってすぐ左手に
事務室があります

就労継続支援Ｂ型

就労移行支援

社名が入ります

階段ができあがりました

未就学の教室

２階廊下

２階には広々とした
会議室があります

１階多目的ルーム



（愛西市特別支援教育支援員）

２月 ２日（木） ジョギング大会 佐屋西小学校

２月 ８日（水） 持久走大会 立田北部小学校

２月１４日（火） 持久走大会 勝幡小学校

お知らせ

今月の予定
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編集後記
２月「如月」といえば、由来は「衣更着」からついたそうです。まだまだ寒い日が続き、寒さで衣をもう一枚

更に着ることからついたそうです。しかし、今年の冬は、暖かい日が多いですよね。暖かいというより、雪の降る
日が少ないのでしょうか？暖かく感じます。
でも、この時期恒例のインフルエンザが猛威を振るい、例年より２週間も早く、学級閉鎖や学校閉鎖が相次いでい
ます。気温は、暖かいのですが、雪や雨降りが少ないため、空気が乾燥し、インフルエンザが流行してしまうそう
です。皆さん、インフルエンザ対策の一環として、今一度、普段の手洗い方法を見直してみてはいかがですか？
意外と洗えていないかも？です。そして、うがいも忘れないで下さいね。

（サポートセンターつぼみ）
２月２４日（金） つぼみ茶屋

今月の「つぼみ茶屋」では、五平餅を販売致します。

５時４０分から販売致します。皆さん、ぜひ買いに来て下さいね。

（一般社団法人 光陽福祉会）

☆新事業 保護者説明会☆
２月１９日（日） 午前１０時より 児童発達支援事業所

放課後等デイサービス

午後 １時より 就労移行支援事業

就労継続支援Ｂ型

（場 所） サポートセンターつぼみ 岐阜市福光西1-13-2

☆新社屋への引越し☆

２月 ２５日（土）・２６日（日）

☆保護者様 内覧会☆

２月 ２７日（月）～２９日（水） 午前１０時～１２時

都合のいい時間にお越し下さい

※３月より新社屋にて事業を開始致します。

前号で、ご紹介いたしました、食品販売部のメニューの「ベーコンチャーハン」が、さらにグ

レードアップしてリニューアル致しました。

ベーコンの代わりに、特製チャーシューが入った「チャーシューチャーハン」が仲間入りしま

した。３５０ｇで５００円です。チャーシュー、卵、ねぎなど具沢山で、さらにボリューム

アップされました。時間がない時や小腹が空いた時など、また保存食用にいかがですか？

また、今回初めてのご紹介となりますが、ドレッシングに「ノンオイル」が登場です。

ごまがベースになっているため、なめらかで、香ばしく、さっぱりしていて、

野菜が本当に美味しく頂け、Ｍ家では子どもにも大好評です！更に体にいい！！

「もつ」に続き、こちらもリピーター続出です。皆さん、是非食べてみて下さい。

ＦＡＸまたは、e-mail、電話にて随時、ご注文を承っております。

e-mail : tsubomi@tempo.ocn.ne.jp

TEL&FAX (058)260-6663 (担当) 古田・西尾

新メニューのご紹介

【新住所】

岐阜市折立野寄348-1

【電話番号】

（代表）

058-260-6663

（就労支援センター光陽）

058-216-1223

※電話番号は現行のままで

変更はありません。


