新たな挑戦！

カットねぎ製造工場開業

～より質の高い作業・商品づくりを目指して～

ど根性ファームと和―久ステップ笠岡
（就労継続支援B型事業所）が連携
する、ネギの生産・出荷事業に、新商
品としてカットねぎの加工事業が加わ
りました。6月より本格的稼動を果た
し、現在、配食事業の他、地域のラー
メン店・うどん店へも販売することがで
きるようになりました。

うどん店 孜々庵

障がい者や要介護者の方と直接関わることでなくても、支援に参加できる
あり方として、和－久が連携している飲食店でお食事をしていただくことで、商
品に触れることができます。
現在、笠岡市、倉敷市、岡山市の十数か所の飲食店で連携ができました。
ぜひ機会がありましたら、お立ち寄りください。
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おすすめ：（左）ねばりうどん 770円
山芋、なめ茸、オクラ、うずら卵

（右）かけうどん 400円

倉敷市新倉敷駅前4丁目32
TEL 086－525-5111

お問い合わせ

和―久ステップ笠岡
（就労支援B型事業所）
岡山県笠岡市十一番町11-54
TEL 0865-63-1800

創心會でのイベントのご紹介
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どんどん亭

開催場所

雪

人口雪の

とうもろこし

会場はこちら！

目玉

今年も降らせ

もちもち
ポテト

サーティーワン
アイスクリーム
↑倉敷市街地

創心
太鼓 會

各種露店目白押し♪

盆踊り

夏祭りを開催します

月号

2015 年第 42 号 平成 2 7 年 8 月 1 日発行
編集・発行 株式会社 創心會 広報部

和―久ステップ笠岡には、創心會のリ
ハケアサービスをご利用され就労に繋
がった方もおられます。和―久のご利
用者様が取り組む作業は、①ネギの収
穫作業、②ネギの余分な葉の除去、③
カット工場での作業、④カットねぎの袋詰めという工程です。
そのどの作業工程にも、ご利用者様が関わって商品化しています。
このネギ製品が地域の小売店や飲食店に納められ、その品質が消費者に
満足して頂けることは、作業工賃（障害者の収入）に繋がります。
このように、リハケア／就労支援（生産・加工・商品化）／消費者満足（連
携店）／の循環を持続することによって、さまざまな立場から地域福祉の活
動になるプロジェクトです。
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祭活
サイカツ。

※雨天の場合は
8月30日

くるみ

募金箱

新しい仕事に出会えるチャンス！
ブランクのある方、リワークをお考えの方
大歓迎！お気軽にご相談ください。
創心會人事部がお仕事相談ブースでお待ちしております。
ブースにお越しの方にはもれなくドリンク券プレゼント！

五感リハビリ倶楽部邑久 元気のピース

継続により生まれる新たなる可能性
０１

リハビリ倶楽部中洲の魅力

ご利用者様の支え合い
そして諦めない気持ち

０２

リハビリ倶楽部水島の魅力

０３

五感リハビリ倶楽部邑久 1 周年祭

０4

和ー久の新たな挑戦！
！

０5

創心會 夏祭り開催
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リハビリ倶楽部中洲

リハビリ倶楽部
芸術 祭
中洲の魅力
旅倶 楽 部
リハビリ倶楽部中洲では短時間利用のご利用者様への外出支援を行っ
ております。
外出機会の確保を図ると共に、企画から準備を通して、ご利用者様が主
体的に参加してくださることで、役割・主体性の獲得を図ることを目的として
行っています。
この支援のポイントは、ご利用者様主体で行き先や行程を決定していく
ことです。今ではご利用者様が、バス会社へ自ら電話をして、当日のバスの
手配をしてくださったりしています。日頃外出機会の少ないご利用者様もい
らっしゃいますが、
「旅行の際、少しでも多く歩ける」などそれぞれ目標を立
てて日々の訓練に取り組まれています。少人数での旅行であるため、ご利用
者様同士の交流も増え、ピアグループ形成につながっています。現在はご利
用者様とスタッフでの外出ですが、今後は地域包括ケアの一環として、地域
住民の方にもご参加いただけるよう活動を継続して参ります。次回は秋頃、
高梁方面へ向かう予定です。

午後アクティビティ活動では創作活動が盛ん
です。少人数のご利用者様で集まり、月ごとで季
節にあった作品を作成されています。参加対象は
限定されることはなく、手芸がお得意なご利用者
様が初めての方に先生となって方法を伝えたり、
麻痺のある方でも工夫しながら片手で作業され
たりと、ご利用者様同士で助け合いながら作品
を作り上げられています。ご利用者様の中には、
ご自宅に戻られてからもご自身のアイディアを組
み込みながら繰り返し作品作りをされ、出来上
がったものを遠くに住んでいるご家族にプレゼン
トされる方もおられました。作成した作品は、年に
一度、施設の２階で芸術祭を開催し展示しており
ます。地 域の方にも開放し、ご家 族・ケアマネ
ジャーの方にお越しいただきました。

水島地域リハビリケアセンター

リハビリ倶楽部水島の魅力
5年間継続して実施している実践調理

創心会リハビリ倶楽部水島では実践調理を5年間毎月実施しています。始め
た当初はスタッフが中心にメニュー決めを行っていましたが、今ではご利用者
様から「次回は〇〇が作りたい」など意欲的な声が上がるようになっています。
また、開始当初は土曜日に曜日を限定して行っていましたが、約2年前から月毎
に実施曜日を変えて行うようになりました。季節の料理やデイの畑でとれた野菜
を使用することで、ご利用者様もとても喜ばれています。参加されたご利用者様
の中には、実践調理で作った料理をご自宅で奥様と一緒に作られた方や、実践
調理を楽しみに振り替え利用をされている方もおられます。実践調理は、食べる
楽しみはもちろんのこと、デイで一緒にリハビリをする他のご利用者様との協同
作業、家事動作訓練としても効果があります。今回は、片麻痺の方が健側で調
理が行えるように片麻痺用のまな板を作成し、野菜の皮むきや包丁で切る作業
の実施を加える予定。現在笹沖の福祉プラザなどで行っているスイーツ倶楽部
のように、今後自立したピアグループにもつな
がる取り組みの一つだと考えています。
お問い合わせ

岡山県倉敷市神田町2-1-46
TEL 086-447-8224
FAX 086-447-8225

ご見学の送迎も行います。
お気軽にお問い合わせください。

中洲の
旅倶楽部・創作活動に取り組まれているご利用者様を間近で拝見していて、
日々感じることはメンバー間の声の掛け合い・関係性の持つ力の大きさです。活
動の中で、時に「私には無理かもしれない。諦めようかな…」と途中自信を失いそ
うになり、スタッフの声では全く動かなかった方も、日頃同じように頑張っている
ご利用者様同士の声かけ一つで「頑張ってみよう」と前向きに取り組み、最後まで
やり遂げられたということが何度かありました。また、無事に終えた後には皆で
一緒に「よかったね」と共感をしたり、
「次はどうしようか？」とさらに前向きな姿
勢がみられています。そのような様子を見ていて、
「ご利用者様の関係性は無限
だな」と感じています。
次の企画に向けて現在も進行中なので、より多くのご利用者様が参加してくだ
さり今よりももっとご利用者様の「出来る」
「笑顔」が輝けるよう、私どもスタッフ
もサポートさせていただけたらと思います。

02

花 壇活動

現在、中洲小学校前の花壇の草取り・花の世
話をさせていただいております。以前、中洲小学
校の皆様から当施設に車椅子を贈呈していただ
きました。そこで、中洲スタッフからも地域貢献と
して花壇の整備に参加させていただいておりま
す。作業時には地域の方から気持ちのよい声掛
けや挨 拶をいただき、スタッフも楽しく作 業を
行っております。
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アダプト

アダプトとは市民と行政が協力し地域美化に努める取り組みです。創心会リハビリ倶楽部水島では
昨年の6月からアダプト活動を始めました。毎月、センター周辺にスタッフが散らばりゴミの収集を行って
います。行って気づいたことは缶々やタバコなどゴミが多いという事。なかなか意識して見なければ気付
きません。こういった活動をすることでゴミを捨てる人が減ってくれればと願っています。また、清掃活動
を行っていると地域の方から「頑張っているねえ」や「ありがとう」などのお声を掛けていただけること
が沢山ありました。こういった活動を通して地域貢献、地域の方に認めていただけるセンターでありたい
と思います。今後もリハビリ倶楽部水島ではアダプト活動を通して地域との関わりを深めていきます。

五感リハビリ倶楽部 邑久

五感リハビリ倶楽部 邑久 1周年祭
～皆様への感謝を込めて～

平成27年6月で、東備地域リハビリケアセンターが設立して
8周年を迎えました。
同年3月1日には認知症対応型デイサービス「五感リハビリ
倶楽部邑久」が1周年となったことも合わせて、地域関係者や
ご利用者様のご家族向けに１周年祭を開催致しました。
生活行為向上リハビリと認知症対応ができるデイサービス
という特色づくりで、より個別性を高めたケアが可能になっ
ています。

▲五感リハビリ倶楽部 邑久 1周年祭 見学会 ▲五感リハビリ倶楽部邑久 家族会より
（リアリティオリエンテーションのご体験）

五感リハビリ倶楽部邑久 管理者 兒玉さんの想い

住所 岡山県倉敷市水江1510-1
T E L 086-460-1122
FAX 086-460-1123

おかげさまで無事1年を迎えることができました。この1年間、ご利用者様やそのご家族様への関わりを通じて、認知症の家族を
抱える方の悩みを理解し、少しでも前向きな気持ちになっていただく取り組みをするように努めてきました。先日の家族会では、平
素行っている、リアリティオリエンテーション（見当識訓練）に回想法を合わせたプログラムをご体験いただきました。ご家族様の
ご協力もあり、昔懐かしい思い出の写真を観ながら、その方の心に残り続けている感情を共有しました。サービス体験に参加して
いただくことで＜五感リハビリ＞についてもご理解がいただけました。見学や体験は個別に応じることができますので、お気軽に
ご相談ください。心よりお待ちしております。

ご見学の送迎も行います。
お気軽にお問い合わせください。

創心会五感リハビリ倶楽部邑久 岡山県瀬戸内市邑久町豊安50－1 TEL 0869－22－4567 担当：兒玉

お問い合わせ

お問い合わせ

