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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   

 新年度を迎え、実施事業の形が変わりました。就労継続支援 B 型事業所

である「バイアスカンパニー」と「ふれ愛たかつき」は、同一事業所とし

て主と従に分かれて定員合計 20 名でやってきました。多くの方に利用いた

だき、定員増を考えてきましたが報酬単価の減額を伴うことや、報酬改定

で厳しい運営となっていることから、それぞれの事業所が独立した事業所

となることを選択し、事業の変更を行いました。 

 これまで、それぞれ 10 名の定員が、20 名となります。多くの方に利用

いただけますが、その分経費も増えてきます。是非、B 型事業の利用を考

えておられる方は、ご参加いただきますようお願い申し上げます。 

 また、地域活動支援センター事業所 3 か所も、何とか昨年の災害を乗り

超えることができ胸をなでおろしているところですが、何とか安心できる

体制（施設）を考えなければならないという機運が醸成されてきました。

計画の策定途中ですが、実現に向けての具体化が今後の課題となっていま

す。 

社会福祉法人そうふう会広報誌 

 

２０１９年春 第
１3号 

 

爽風 



2 

 

 皆様に、うれしいご報告があります。市内郡家本町に本部を構えられて

います「スマイル体操研究会(会長 臼井清子様)」様より、多額のご寄付をち

ょうだいいたしました。心より感謝申し上げます。 

 4 月 21 日（日）午後、高槻現代劇場 大ホールにおきまして第 20 回ス

マイル体操発表会が開催せれましたが、その中で贈呈式が行われ当会の田

邉理事とメンバーが、ご招待を受けご寄付を受領させていただきました。 

 法人の活動に活用させていただきたいと思います。ありがとうございま

した。 

 

🏠ひろがりはうす🏠 

春の野外交流会に参加して 

4 月 23 日(火)、野外交流会に参加して来ました。今回はいちご狩りだったの

で、私たちはとても楽しみにバスに乗りました。当日はお天気も良く、いちごハ

ウスの中はとても暑かったのですが、おいしそうないちごがたくさんできてい

て、用意されたカゴとハサミを持ってひとつずつほおばると、自然と笑みがこぼ

れました。食べることが趣味の私としては皆よりもたくさん食べたくて、そして

最後のひと粒はより甘いものを…といった様にたくさんいただきました。利用者

さんも思い思いに召し上がり、楽しんでおられました。 

いちご狩りを楽しんだ後は、有馬富士公園まで移動し、レクリエーションと昼

食を楽しみました。自然学習センターでのんびりと過ごされたり、三田の自然を

展示場で見学し、熱心に質問されておられる利用者さんもおられました。 

事 業 所 ト ピ ッ ク ス 
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最後のお楽しみは、宝塚のサービスエリアです。お土産を選ばれたり、ソフト

栗オームを食べられたり、とてもきれいなお手洗いも利用して、帰ってきまし

た。 

以前は遠かった三田が、新名神高速道路を通ると、とても近くに感じました。 

お腹も心も満腹になった 1 日でした。 

ひろがりはうす 小野 

★きらきら★ 

２月 

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。 

 

 

 

 

３月 

 

高槻市事業所交流会 

毎回、出し物に悩みますが今回はギターの弾き

語りで歌を歌う事にしました。30 年ぶりのギ

ター演奏、1 カ月の練習では難しいですね。 

 

 

スポーツの集い 

身体を動かした後は、「マルヤス水軍」で昼

食。 
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4 月お花見 

万博記念公園に行きました。 

 

例年、開花状況と天気に

悩ませるお花見ですが、

今年は最高。 

満開、お花見弁当も準備

して楽しめました。 

新年度も始まり幸先いい

スタートになりました。 

 

 

4 月 春の野外交流会 

いちご狩り、みんな大好きなイチゴを食べ放題。大きなイチゴを探して食べると

「もう、おなか一杯。」 
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夏のふれあいデーの準備 

 

今年はペン立てに決定。 

 

ラップとキッチンペーパーの芯を使っ

て製作。 

焼き菓子作りで大量に使っているので

再利用です。 

 

空、海、大地をイメージしています。 

お楽しみに待っていて下さい。 

 

🌞サンシャインけやき🌞 

 今年の桜の季節もあっという間に終わってしまいました。 

この季節になるとサンシャインけやきのメンバーたちが、毎日近くの新川の土手

に散歩に行き、桜の開花を待ちわびています。 

お弁当を持ってのお花見も計画していましたが、寒かったり、メンバーの体調が

悪かったりで、今年はゆっくりとしたお花見は、出来ませんでしたが、毎日の散

歩で桜を楽しめました。 

 さて、今回はメンバーさんたちの作業所での一日をお伝えしたいと思います。 

朝９時半に１便さんが送迎で到着します。 
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次に自宅から歩いて来るメンバーが到着。 

１０時近くに２便さんが到着して、みんな揃ったところでラジオ体操。音楽に合

わせて、とてもラジオ体操とは思えない個性豊かなラジオ体操が始まりいつもに

にぎやかで笑い声が絶えません。第２体操が終わり、朝の挨拶。体温を測り、み

んなの顔色を見て今日の体調確認です。お茶を飲んで一休みしてから各自の作業

に取りかかります。 

刺し子、ミニケースティシュケースなどなど。 

あっという間に１１時半。当番さんがスタッフと昼食の準備に取りかかります。 

花の会の給食が届いたら手際よく盛り付けての昼食。 

おいしいね、と言い合いながら一番楽しい時間かも。 

休憩時間は、テレビを見る人、縄跳びをする人、散歩する人などそれぞれです。 

午後の作業が一段落したら反省会。差し入れのおやつをいただきながらワイワ

イ、ガヤガヤ。もう帰宅の時間です。 

１日があっという間に過ぎて、明日もがんばろうねと、スタッフらに声をかけら

れながら送迎車に乗って帰ります。 

 毎日、メンバーが元気で登所してくれるのがスタッフの願いです 

 

                        サンシャインけやき 柳瀬 
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🚋ふれ愛たかつき🚋 

ふれ愛たかつきトピックス 

・4 月は「たかつきまるしぇ」、「ダイキン」、「桜まつり」、「バリアフリ

ー展」等多くの販売に参加しました。たくさんの商品が納品されてきたので毎日

がバザー準備で忙しくメンバーの皆さん、スタッフで力を合わせて乗り越えるこ

とができました。 

・今年の GW は 10 連休ということでしたがメンバーの皆さんから通常通りお

仕事をしたいという要望があり 4/30～5/2 の 3 日間は通常営業、5/3.4 の 2 日間

はジャズストリートに出店しました。連休中ではありましたがお店にも普段と変

わらないぐらいのお客様が来店され、メンバーの皆さんも仕事ができるようにな

り喜ばれていました。 

5 月以降も店作業、外販が忙しいですが頑張って取り組んでいけたらと考えて

います。   

 

 

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！ 

 

そ う ふ う 会 

http://www.byus-co.com/
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🏢バイアスカンパニー🏢 

『令和』という新しい時代が始まりましたが、皆様はお元気にお過ごしでしょ

うか？ 

時代の呼び方は新しくなったもののバイアスカンパニーでは、特に変わった事

は無く淡々とした毎日を続けております。 

冬号からの出来事としては、３月に今年度４回目の外出レクとして京都の伏見

稲荷へ出掛けました。当日はあわよくば桜鑑賞も出来ればと目論みましたが、今

年は例年の春より寒い日が続き、目論みははかなく消え失せました。(残念！)し

かし当日は天気に恵まれ京阪伏見稲荷駅から稲荷大社への境内を散策し少しの運

動もできました。京都のこの地域がまるで外国のようで、周りでは日本語は殆ど

聞えて来なかったのが驚きでした。帰りに伏見桃山へ移り、バイアスロールを買

って頂いているイタリアンレストランでランチを楽しんで帰路に着きました。 

4 月 21 日(日)にスマイル体操発表会のご招待を受け、3 名の利用者さんと現代

劇場へ出向き観覧させて頂きました。発表会は日頃の練習の成果を発表する会と

して毎年開かれているとの事。皆さんきらびやかな衣装をまとい笑顔で生き生き

と演じられていました。この会のご招待は、恒例となっているチャリティーがあ

り、その集まったお金をそうふう会へご寄付頂けるとの事で参加させて頂き

462,497 円のご寄付を頂きました。事業所運営のために有効に使わせて頂きま

す。本当にありがとうございました。 

               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をいただきまし

た 

「レクリエーション」 

3 月 20日水曜日、京阪枚方駅で待ち合わせをし 9 時半、指導員の田辺さん山

田さん荒井さん山本さんを含む 13 人で、京阪電車伏見稲荷駅までの切符をいた

だき電車に乗る。正一位伏見稲荷は、私が以前に訪れた時と大きく違っており、

特に外人さんが多く私などは、ここは日本なのかと疑問に思うくらいでとまどっ

た。特に千本鳥居には一杯で未知の世界に迷い込んだかの様で、あわてて戻って

来たくらい。待ち合わせの時間が約一時間あり、私などは日かげに時間を過ごし

た。本殿に行くまでに屋台が連なり、色々な食べ物やおみやげを売っており見て

いるだけで楽しく、話を聴けば京都でも外人さんが来る場所の五本の指にお稲荷

さんは入るらしい。私は途中で千本鳥居までは断念したが、メンバーの何人かは

だいぶ峰の方に登ったらしい。とにかく天候にめぐまれ気分が良かったのはいい

が、汗をかいて困ったのは私だけか。時間が来たので全員で伏見桃山まで京阪で

行き、バルと言う、イタリア・レストランで昼食を取る。我々バイアスのトイレ

ットペーパーを購入していただいているレストランでもある。ピザやパスタ、サ

ラダ、デザートにシフォンケーキ、飲み物もコーヒー紅茶、ソフトドリンク、し

かし私としては豚のトマトソースがおいしかった。 

今回のレクリエーションで印象に残っているのは、交通機関をうまく利用して

移動できた事で、京阪バスで枚方駅集合、京阪電車で伏見稲荷、そして伏見桃山

でレストラン、あまりつかれず枚方駅に帰ってきて解散する。一人で観光するの

も良いがやはり皆さんと一緒にする、ツーリズムもなかなかおもむきがあって楽

しく時間を過ごせた。外人さんが多い世界遺産を選んだところに今回のレクレー

ションが良かった点があり、それは穴場の観光とは違った良さがあり楽しかっ

た。どうやらお稲荷さんが守ってくださったのかもしれない。 
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【投稿】 

バイアスカンパニーから 

こんにちは、皆様お元気で、お元気で、毎日をお過ごしで、いらっしゃったでし

ょうか。私は約一か月位お休みをいただいて、かぜとたたかっていました。この

かぜには、私がかちました。すっきりとすぐには治らなかったのですが、かぜひ

きも治り、バイアスカンパニーへ行って、仕事をして普通に帰りました。タオル

の仕事をさせていただいています。タオルの仕事とは、どうゆう作業なのか、少

し書かせていただきます。 

①タオルの半分  ②タオル①の半分  ③上下  ④上にハブラシハミガキ、

チュウブをノセル。 ⑤寿司巻き状態に巻き  ⑥ナイロン袋  ⑦最後にナイ

ロンテープでトメル。 

約 1 枚で 3分はかかると思います。 

次にバック網のアクリルたわしですが、毛糸で 7 号針で編んでいます。糸の組

み合わせによってカラフルな作品が、できます。１ツの作品、３色の色で編みま

すと、マーブルの３色で、とっても美しいアクリルたわしが仕上がります。直径

１１ｃｍの大きさの、バック網たわしの仕上がりです。 

さて、桜の花も、もう終わりでしょうか、今日この頃では寒い日もあれば、あた

たかな日もあります。十分にお身体に、お気をつけて下さい。 

バイアスカンパニー 関 
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NEWS NEWS NEWS 

わたしたちの動き＜2 月～4月＞ 

3/14（木） 法人事業所会議 

2/28（木） 法人職員研修会 

「災害発生時の対応について」ＤＶＤ学習 

3/14（木） 法人理事会 

4/11（木） 法人事業所会議 

イベント参加 
冬～春の主なイベント・出店参加は、 

「イオン高槻黄色いレシートキャンペーン」「本澄寺節分祭」「天神祭り」「福祉の就

職フェア」「高槻クロスカントリー大会」「摂津峡さくら祭り」「ナイスハートバザー

ル」「たかつきまるしぇ」「ゆうあいセンターボランティア講座」「レクリエーションス

ポーツの集い」「高槻事業所交流会」  

他に三井住友銀行様、ダイキン工業様、高槻支援学校様・茨木支援学校様での販売、高

槻市障がい児者スポーツ教室、ゆうあいセンター野外交流会、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 

今号は、久しぶりに利用される皆さんからの投稿が寄せられ、ありがたく掲載さ

せていただきました。それぞれのペースで活動に参加されているご様子が伝わる

記事です。広報誌も 4 年目。法人の活動内容とともに広報誌も、そろそろ次の段

階にアップデートしなくてはですよね。 

（ひろがり 松崎） 
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🏠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 


