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 巻頭言 社会福祉法人そうふう会 理事長 山田義昭   

 又も台風 19 号により被害がもたらされました。幸い、そうふう会の事業所は人的・物的な

被害はなく、無事である報告ができることに感謝いたします。前号よりいろいろなことが起き

ました。伝えたいことはたくさんあるのですが、その中でどうしてもといわれると、これです。 

 9月 23日、ニューヨークで開かれた国連気候行動サミットにおいて、スウェーデンの環境活

動家グレタ・トゥーンベリさん（16）のスピーチのことです。地球温暖化解決のために具体的

な行動をとらないのであれば、「結果と共に生きなければいけない若者世代」はあなたたちを

許さない、との訴えでした。スピーチの全文があるのですが、テレビで語っていた「科学の声」

を聴けというフレーズがありませんでした。 

 彼女は昨年、温暖化対策をと取らない大人へ抗議するために、学校を休んでスウェーデン議

会の前に座り込む「学校ストライキ」を始めたそうです。賛同者が増え、サミットの直前には

世界各地で「グルーバル気候マーチ」が何百万人もが参加したといわれています。 

 一人の怒りと行動が、大きく広がり、普遍性を持ち世論を動かす、当事者の方たちが戦略に

した行動主義ですね。これを思い起こさせました。40 年前、確かに日本でもあったのです。

それと、温暖化対策を今、取らないと、取り返しがつかないことが理解されるようになりまし

た。まだ、二酸化炭素の排出と温暖化は関係ないと、テレビでデマを流す人が沢山います。日

本人は何とかなる、と先延ばしの好きな種族でもあり、彼女の訴えにあるように、待ったなし、

今すぐの対策が必要なのです。 

 さて、私たちに何ができるようでしょうか。 
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「社会福祉法人そうふう会 交流会」がひらかれました 

 

わたしたち社会福祉法人そうふう会は、高槻市内で 5か所の事業所を運

営しています。それぞれ独自の活動をつづけながらも、会議や様々なイベ

ントではしょっちゅう顔を合わせる場面も多いのですが、あらためて一つ

にまとまっての活動そのものは、なかなかできていないのが現状。そこ

で、毎年 1回は利用者スタッフ集まっての交流会を開催しております。 

今年は 8月 20日に、ゆうあいセンターでそうふう会法人交流会をもちま

した。理事長挨拶のあと、それぞれの事業所からのだしものや、全員での

ビンゴ大会で、おおいに盛り上がりました。事業所からの出し物では、歌

や踊り、楽器演奏、利用者さんのスピーチなど、ふだんなかなか見ること

のできない面を出し合いながら、楽しい時間を過ごすことができました。 
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 🏠ひろがりはうす🏠 
【スポーツの秋です】 

秋のプログラムのスタートは「ふれあい運動会」から始まりました。 

当日は、絶好の運動会日和り。玉入れ、綱引き、パン食い、リレー等々皆さん

お得意の種目を選ばれ、複数に出場されました。 

 

当所では日頃から月に 1 回・マッサージの先生に訪問頂き、全身(時には心も)

のケアをお願いしています。 

また月に 4 回程、市のスポーツ教室に参加し、身体を動かす活動にも取り組ん

でいます。その効果もあり、皆さんフットワークも軽やかに、怪我も無く、大活

躍されていました。 

 

そしてお昼休みのダンシングタイムでは〈待ってました！〉とばかりに輪の中

心に向かわれ、キラッキラな汗を流されました。 

勝負の結果はもちろん、戦利品（種目ごとの参加賞）を見せ合いっこされたり、

他団体の方々や、他事業所さんのお顔なじみの方との再会を、それぞれに楽しま

れたりもされていました。 

全力で挑んだ運動会。心地よい疲労感は又マッサージの先生にメンテナンスし

て頂き、リフレッシュして、この後の秋のイベントにもパワフルに挑んでいく予

定です(^^)/ 

 

ひろがりはうす 橋本 

事 業 所 ト ピ ッ ク ス 
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★きらきら★ 

７月 

 昨年中止になったプールが今年は無事開催されました。 

８月 

 夏のふれあいデーのペン立て作りも全て無くなって成功。 

 そうふう会の事業所交流会ではギターとキーボード演奏で歌を披露しました。 

ハート TOハートバザーin イオンモール茨木の見学 

授産商品の市場調査です。昼食は王将で、食後に会場で買い物。途中、豪雨で

大変でした。 

９月 

 慰安旅行。昨年は二日間とも雨でした。今年も台風や雨が心配されましたが二

日間とも晴天でした。 

 行き先は、鳥羽・二見浦。今年の目玉企画は「しまかぜ」と「真珠取り出し体

験」です。 

乗りたくても、なかなか切符が取れない

「しまかぜ」ですが、 

運よく予約出来ました。 

 

広々と豪華な車内でした。 

 

記念乗車券ももらいました。 
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まずはミキモト真珠島で昼食と見学。 

その後、鳥羽水族館の見学で初日は終了です。 

ホテルの食事はバイキングです。歓迎の看板も準備されていてさすが名鉄観光さ

んです。 

席も準備されているのでゆっくりと座れています。 

沢山の種類をそれぞれのペースに合わせて食べていました。 
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部屋からの朝日です。 

 

今日もいい天気になりそうです。 

 

今日はバスの移動と徒歩ですが天気

がいいので安心。 

 

 

 

 

 

 

真珠取り出し体験からスタートです。 

 

体験用の真珠でも本物のあこや真珠か

らの取り出し体験です。 

 

取り出した後は好きなパーツを選んで

ストラップ作りです。 

 

あこや貝もお土産にサービスです。 
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「伊勢夫婦岩めおと横丁」に移動して散策。砂浜で貝殻拾いを体験しました。潮

風と波の音を感じながらのひと時です。 

夫婦岩で記念撮影。昼食は「伊勢夫婦岩めおと横丁」に戻って食べました。 

「伊勢夫婦岩めおと横丁」で買い物をして、休憩で赤福を食べました 

帰路はサロ

ンカーでゆ

ったりと過

ごしながら

帰ってきま

した。これ

も乗車料金

は同じなの

で近鉄電車

の裏ワザですかね。 

 

今年は晴天に恵まれて、旅行行程も予定通りと本当にいい旅行になりました。 

 



8 

 

１０月 

 

今年は運動会もありました。桃団が玉入れで優勝。 

「きらきら」が団長だったので優勝トロフィーの授賞式に出ました。 

 

バザーが台風で中止があり売上に影

響です。 

上の池公園はバザー開催で一安心。 

中止になった分の取り返しはこれか

ら頑張ります。 

 

例年通り、 

準備に販売に頑張ったメンバーの慰

労会を実施。 

 

 

九月にオープンして昼食時は平日でも駐車場が

満杯のブロンコビリーに行きました。 

なんと待ち時間なしで席に座れて食事です。 

異常気象が続いて災害も増えていますが、みんなで楽しく元気で頑張りたいと思

います。 
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🌞サンシャインけやき🌞 
 暑かった夏も終わり朝夕涼しくなり、過ごしやすい季節になりました。８月・

９月・１０月のけやきの様子です。 

 ８月は毎年恒例の芝生夏祭りに模擬店を出店し、おでんを２００食販売しまし

た。楽しみして下さっている方もいて、短時間で販売しました。 

 ９月はＴさんの誕生日で食事に出かけました。また一年、元気で過ごせるよう

に願っています。 

 １０月はふれあい運動会に参加しました。メンバーそれぞれ、出場種目でがん

ばっていました。パン食い競争やお菓子釣りでは、楽しそうな笑顔も見られまし

た。 

 涼しくなり給食後のウォーキングを再開したメンバーもいます。これから寒く

なって来るので、メンバーの体調に気を付けながら元気に過ごせたらと思います。 

サンシャインけやき 片又喜代美 

🚋ふれ愛たかつき🚋 

・9 月は協働フェスタという地域の社会貢献団体が参加するイベントに出店しま

した。販売場所が市役所前ということもあり、多くのメンバーさんが参加され熱

心に販売作業に取り組まれました。協働フェスタを盛り上げるため、はにたんも

参加しておりメンバーの皆さんはとても喜ばれ、はにたんと一緒に記念撮影もす

ることができました。 

・10 月は毎年恒例のふれあい運動会に参加しました。昨年は残念ながら雨で中

止だったため、今年は皆さんとても楽しみにされていました。メンバーさん、ス

タッフ合わせて総勢で 18 名の大所帯で参加となりました。メンバーさんそれぞ

れが思い思いの競技に参加され、全力を尽くして体を動かして奮闘されていまし

た。特に綱引きや、玉入れ、ざる引き等の団体競技では1つ勝つごとに喜びを爆

発させているメンバーさんがたくさんおられ、皆で１つのことを一緒に取り組む

ことの素晴らしさを改めて感じる 1日になりました。 
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🏢バイアスカンパニー🏢 
先日の台風 19 号では、全国で甚大な被害がありましたが、皆様のところでは

被害は無かったでしょうか？バイアスカンパニーでは早朝より暴風警報が出てい

たため、当日の利用予定者の方々へ連絡して休んで頂き、事業所も利用者の方々

も特に被害無く過せました。 

さて、夏号以降のバイアスカンパニーでは、昨年スマイル体操様から頂いた寄

付金の有効利用として、7月にロックミシンを購入させて頂きました。 

この事で、自主製品の主力製品である

「ガーゼハンカチ」の製作がより効率的で

綺麗に仕上がるようになり、喜んでいます。

改めてスマイル体操様へ御礼申し上げます。 

7 月 26 日、復帰協のボウリング大会に

利用者さん 1 名が参加しました。残念なが

ら今回は「いつもの調子が出ず」入賞出来

ませんでしたが、参加した S さんは楽しかったと報告してくれました。 

8 月 17 日 18 日とヒューマンライツフェスタに参加し、今流行の「タピオカ

ミルクティー」を販売しました。期待したほどバカ売れ！とまでは行かなかった

ですが、作った方も「結構美味しい！」と手前味噌ながら楽しく参加させて頂き

ました。 

9月1日健康フェアに参加し、自慢の自主製品を販売しました。エプロンやハ

ンカチ、その他真心込めて作った作者が商品を売り、売れる事で喜び自信を持た

れる事が外部販売の醍醐味です。 

9 月 19 日(木)今年 2 回目の野外レクとして「卓球大会」を行いました。詳細

は利用者K さんの投稿をご覧下さい。 

10 月 12 日たかつきふれあいひろばが台風 19 号の影響でで中止となり出店

予定を断念しました。残念！ 

たなべ 
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♪バイアスカンパニー 外出レクに参加された方からのレポートです♪ 

 

「バイアスカンパニー秋のリクレーション」 

秋のリクレーションは、かすがふれあいセンターで卓球大会をする事になり、作

業は 10時 30分に終え、歩いて会場まで行き卓球台を出し設定をしたりして、

試合は 11時頃から始まった。4名 1組の 4リーグ総当たりで、各リーグの首位

1名で準決勝をし、その勝者で優勝を決め敗者は 3位 4位決定戦にまわる。は

じめ皆あがっていたが試合をするたびに、上達してきたのが良く分る。終りに結

果発表が田辺さんからあり、卓球台をしまったり水分補給をしたりする。ミーテ

ィングの次は皆でステーキハウス、ブロンコビリィーでステーキかハンバーグ、

そしてサラダバーを食べ放題。よくスポーツ選手は試合後の食事で、肉や野菜を

レストランで食べるケースが多いのは、朝食を多めに取り昼は試合なのでスキッ

プし試合後の夕食でしっかり取るから。 

 満腹でバイアスカンパニーに戻って入賞者に賞品そして皆には参加賞があたえ

られ、皆競技者になり楽しいスポーツ大会だった。 

 

NEWS NEWS NEWS 

わたしたちの動き＜８月～１０月＞ 

8/8（木） 法人事業所会議 

8/20（木） 法人職員研修会 

 「障害者解放運動の歴史」 

 共働舎花の会 牛嶌氏 

8/20（木） 社会福祉法人そうふう会交流会 

9/12（木） 法人理事会・法人事業所会議 

 最低賃金改定への対応、消費税変更への対応、特定処遇改善加

算への対応、日本財団助成金申請 

9/19（木）サンシャインけやき実地指導 

10/10（木） 法人事業所会議 
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夏～秋の主なイベント・出店参加 

「芝生住宅夏祭り」「ヒューマンライツフェスタ（若松町）」「たかつきまるしぇ」

「たかつき NPO 協働フェスタ」「ふれあい運動会」「食の文化祭」「ふれあいひろ

ば（上の池）」、「たかつきまるしぇ（クリーンフェスタ）」「ゆうあいセンター秋の

野外交流会（京都鉄道博物館）」「高槻事業所連絡会バザー」「御堂筋バザー」 

他にイオン茨木様、大阪ガス様、茨木支援学校様、高槻支援学校様での販売、高

槻市障がい児者スポーツ教室、等々でした。 

出店参加のお誘い、またご来場ご協力いただいた皆様、ありがとうございました。 

 

編集後記 
最近読んだ漫画で「ヤンキーくんと白杖ガール」というラブコメ作品がありました。女性側の

勝ち気で「ものいう」障害者という属性（でないとやっていけない）が、よくある「不良男子と地

味女子の純愛」パターンにならず、何気にリアル。「配慮」や「バリアフリー」についてうまく織り

込まれていて、家族の思いも含め障害者を取り巻く立体的な描写がとても読みごたえがあり

ました。漫画ばかり読んでいて、この「秋号」の発行も遅れてしまいました。申し訳ございませ

ん。 

（ひろがり 松崎） 

 

社会福祉法人そうふう会広報誌『爽風』（そうふう）第１５号  ２０１９年１１月発行 

 

社会福祉法人そうふう会 高槻市若松町７-５ 栄ビル２F 

★きらきら 高槻市辻子 2-6-18 

🌞サンシャインけやき 高槻市南庄所町 17-25-101 

🏢バイアスカンパニー 高槻市若松町 7-5-2F 

🏠ひろがりはうす 高槻市八幡町 6-4 

🚋ふれ愛たかつき 高槻市城北町２-１-１８ミング阪急高槻２F 

社会福祉法人そうふう会のホームページ 
法人の事業内容、各事業所の活動内容など発信しています。 

www.byus-co.com/ ぜひごらんください！ 

 
 

社会福祉法人そうふう会 

そ  う  ふ  う  会

 

http://www.byus-co.com/

