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当法人から２名が受賞
令和３年度「全国社会福祉協議会会長表彰（永年勤続功労者）
」
昨年 11 月 19 日、当法人から２名が「全国社会福祉協議会会長表彰（永年勤続功労者）
」を受賞しましたので紹介します。
このたび永年勤続（30 年）功労により、会長表彰をいただ
き、大変光栄であり、厚く御礼を申し上げます。小松理事長

このたび、永年勤続功労として会長表彰をいただきました。こ
のような栄誉ある表彰をいただき、誠にありがとうございます。

様をはじめ本部事務局の皆様、温かくご指導してくださった諸

誰もが行う当然のことを、その時々に自分にできることを

先輩方、同僚、後輩の皆様に支えていただいたお蔭であると

精一杯やってきただけでありまして、あっという間に年月が過

心より感謝しています。

ぎ去ったように感じられます。

私は、昭和から平成への時代の転換期に大学で福祉を学び、
「支え合い、共に生きる」という法人理念に感銘を受け、入職

入職以来、たくさんの方との出会いがありました。上司や
先輩方、同僚や後輩の皆さん、利用者様やご家族様、そして

いたしました。以来、
「利他」の精神（福祉の心）を胸に刻み、

さまざまな関係機関の方々。皆様方のお名前やお姿に思いをは

愚直にコツコツと仕事に取り組んで参りました。

せますと、感慨深い思いで一杯です。

これからも、介護職として誇りを持って、鵜足津福祉会の
更なる発展に尽力するとともに、利用者様やご家族様に喜んで
いただけるような施設サービスの提供に努めてまいりますの
で、どうぞよろしくお願いいたします。

皆様方から多くのことを教わり、さまざまな経験をさせて
いただきました。
ここまで勤めさせていただき、今日の自分があるのは、ひ
とえに皆様方のお陰であると実感し、深く感謝しております。

ライトハートいきいき荘施設長 大平 孝彦

これからも人との絆を大切にし、より一層気持ちを引き締
めて、仕事に邁進して参りたいと存じます。今後ともご指導、
ご助力を賜りますようお願い申し上げます。
みとよ荘主任

宮成 裕子

全国社会福祉協議会会長表彰を受賞した宮成裕子
（左）
と大平孝彦

施設の見学は随時、承っております。お気軽にお越しください。また、電話やメールなどでもお問い合わせを受け付けております。
各施設の電話番号、メールアドレスは本編に併記してあります。
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障害福祉サービス事業所

かりん園

〒 766-0023 香川県仲多度郡まんのう町吉野 4300 番地 22
Tel. 0877-79-1230 Fax. 0877-79-1231
E-mail karin@utazufukushikai.or.jp

て驚く利用者様もいました。
その後、運動についての話では、実際に大きな筋肉を動か
すエクササイズを行いました。N H K の「筋肉体操」を参考
に、スクワットを 20 回。
「しんどいなあ」と言いながらも笑顔
があふれました。体操で体温が上がると、免疫力も上がり、感
染症対策にも役立つと言われています。日々の日課に付け加え

そんなに砂糖を摂ってたの？
！

ることをお勧めしました。これからも皆様とともに、健康に

健康教室

と思います。

留意しながら、楽しく笑顔で穏やかな日常を過ごしていきたい
看護師 永森 里美

身を切るような寒さに背中を丸め、じっと春の訪れを待つ
日々。この時期にはインフルエンザをはじめとする感染症や、
心疾患・脳血管疾患などの発生率が高くなると言われています。
昨年秋の健康診断で、コレステロールや中性脂肪が高く、生
活習慣の見直しを勧められた利用者様もいました。そこで、か
りん園では就労継続支援Ｂ型の利用者様を対象に、健康教室を
行いました。まず、コレステロール値に影響される疾患につ
いて、食生活の注意点の話をしました。間食やジュースに含
まれる砂糖の量を写真で確認し、実際にスティック砂糖とジュ
ースのペットボトルを照らし合わせて説明すると、目を丸くし

障害福祉サービス事業所
障害児通所支援事業所

さかいで

〒 762-0003 香川県坂出市久米町一丁目 518 番地 1
Tel. 0877-46-3088 Fax. 0877-46-3088
E-mail sakaide@utazufukushikai.or.jp

筋肉体操で免疫力もアップだ！

午後はクリスマスリース作り、職員から松ぼっくり 80 個と
リースの土台になる「かずら」の提供があり、利用者様が飾
りつけをして、直径 50 センチほどの大きな「さかいでリース」
が出来上がりました。クリスマスケーキはセルフデコレーショ
ンに挑戦しました。思い思いの飾りつけが出来上がると、
「見
て見て」と皆様うれしそうに見せ合いました。クリスマスム

利用者様の指導で職員の合唱隊結成

ードが最高潮になったところで、サンタクロースの登場。一

さかいでのクリスマス

のしかった」と笑顔いっぱいで、さかいでのクリスマスを満

毎年恒例となった 12 月のクリスマス会。寒くなり始めたこ
ろから「あと何日でクリスマス？」
「ケーキは？」
「プレゼント

人ひとりにプレゼントが手渡され、皆様「ありがとう！」
「た
喫したようです。来年もまた、新たな工夫を凝らした日中活
動を提供していきます。

生活支援員 秋山 知子

は何かな？」と利用者様からアプローチがあります。去年以
上に楽しんでいただける１日となるよう、プレゼント、余興・
レクリエーション、食事を職員全員で計画しました。
今年は職員で合唱隊を結成。指揮を利用者のⅠ様にお願い
し、事前に練習を重ねてきました。
「緊張するわ」とおっしゃ
っていたⅠ様ですが、本番は堂々と振舞っていました。その
指揮に合わせて、おごそかな『きよしこの夜』でクリスマス
会が始まりました。続いてレクリエーション「さかいでルー
レット」はよさこいあり、じゃんけんあり、笑いありで盛り
上がりました。

美しく厳かなハーモニーが響き渡りました

部 署 拝 見 マイルドハート丸亀
初めてケアハウスに配属されて戸惑うこともありますが、これまでの経験を活かして
入居者様に気持ちよく過ごしていただけるよう努めていきたいと思います。よろしくお
願いします。

介護職員 宮武 由紀子

初めて福祉という職に就き、不安もありましたが、先輩職員や入居者様に支えられて
楽しく働いています。まだまだ至らないことが多いですが、入居者様が安心して過ごせ
るよう頑張りたいと思います。よろしくお願いします。
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介護職員 小野 淑子

宮武由紀子
（左）
と小野叔子
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障害者支援施設

みとよ荘

も食べることができます。コロナ禍でも、このような行事を
可能なかたちで、今後も提供していきたいと思います。
生活支援員

〒 767-0021 香川県三豊市高瀬町佐股乙 443 番地 1

篠原 啓純

Tel. 0875-74-7829 Fax. 0875-74-7847
E-mail mitoyoso@utazufukushikai.or.jp

これなら誰でも食べられる

バケツプリンパーティー
Ａユニット（男性利用者様棟）行事として、バケツプリン
パーティーを実施しました。
大きなバケツに作ったプリンをシートの上に引っくり返し、
お披露目しました。その後、各自で使い捨てのスプーンを用
い、食べられる量をすくいました。白桃のシロップ漬けとホ
イップクリームを各自でトッピングし、楽しみながら美味しそ
うに召し上がっていました。
プリンのような食材は、食事形態がそれぞれで異なる方で

介護老人保健施設 ライトハート

いきいき荘

〒 769-0205 香川県綾歌郡宇多津町浜五番丁 53 番地 1
Tel. 0877-49-7255 Fax. 0877-49-3334
E-mail ikiikiso@utazufukushikai.or.jp

いっぱい食べられそう

をカゴの中に入れておき、ガタガタ道の上を落とさないように
引っ張るゲームを行いました。利用者様は大興奮でした。
最後には、皆で協力しながら仲良くミニクリスマスケーキ
を作り、楽しい 1 日を過ごしました。 介護職員 秋田 亜希子

利用者様は大興奮

楽しかったクリスマス会！
通所デイケアでクリスマス会を行いました。
クリスマスのイベントに伴い、特別食として手作りの「ビ
ーフシチュー＆パン」を召し上がりました。シチューをおか
わりする利用者様もいました。
クリスマス会では、床にクリスマスツリー型のラインを引
いて、その上にボールを転がし、止まった所で点数を競うゲ
ームや、ソリ引きゲームではプレゼントに見立てた新聞紙の玉

サービス付き高齢者向け住宅

アゼリア今津

〒 763-0055 香川県丸亀市新田町 172 番地 1
Tel. & Fax. 0877-85-8383
E-mail az-imazu@utazufukushikai.or.jp

あ、
２点で止まってしまった

握手をしたり、トナカイの赤鼻
を触ったり、普段とは違うおや
つタイムにほっこり笑顔も見ら
れ、職員もほっこりしました。
メリークリスマス！
介護職員

クリスマス一色になりました

イチゴとクリームたっぷりのミニクリスマスケーキだ

井上 綾子

かわいいうさぎの和菓子です

クリスマス会
12 月に入り、アゼリア今津玄関ホールにクリスマスツリー
が飾られました。窓ガラスや壁にもクリスマスの飾りつけがな
され「きれい」
「派手やね」などの声がちらほら。21 日には、
職員の演奏によるクリスマス演奏会が開かれ、きれいなチェロ
やオカリナの音色に心が癒されました。そして 24 日には、分
散してサンタクロースに扮した職員が入居者様のところへプレ
ゼントを持って行きました。プレゼントはクリスマス仕様の和
菓子で赤鼻のトナカイがお茶を配りました。サンタクロースと

サンタ＆トナカイ軍団です
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ケアハウス マイルドハート

丸亀

〒 763-0051 香川県丸亀市今津町 219 番地 2
Tel. 0877-21-5200 Fax. 0877-21-5282
E-mail mildma@utazufukushikai.or.jp

ごしていただければとの思いで取り組んできました。
今年こそ……との思いも、最近のコロナ禍の状況では先が見
えず、混沌としていますが、入居者の皆様が健康で笑顔が絶え
ないよう、日々過ごしいただければとの思いをつよく持って活
動していきたいと思います。

介護職員 鮎沢 文吾

皆様の健康と笑顔が絶えないように

今年こそ……
コロナ禍のなか、制限された環境ですが、職員全員でアイデ
アを出し合い活動してきま
した。それでも、入居者の
皆様にはストレスの溜まる
日々が多かったことは否め
ません。
年末も忘年会やクリスマ
ス、しめ縄作りなどの催し
最大のストレス発散は美味しいものを食べること？

障害者支援施設

で、心持ち豊かに年末を過

土器川タウン

〒 763-0092 香川県丸亀市川西町南 207 番地 3
Tel. 0877-58-7757 Fax. 0877-28-2627
E-mail doki@utazufukushikai.or.jp

しめ縄の完成でーす！

模を縮小し、昼食時にクリスマ
スケーキを皆で食べました。
口々に「美味しい」と言ってい
ただき「来年もまた楽しみにし
ているよ」と大変喜んでいまし
た。利用者様に喜んでいただけ

また楽しみにしているよ

る行事ができてとても良かった
です。

クリスマス会

今後も季節感を感じていただ

クリスマスのイルミネーションが目を楽しませてくれる季

けるような催しをしていきたい

節を迎えた 12 月 22 日、土器川タウンでは、少し早いクリスマ

と思いました。

ス会を行いました。新型コロナウイルス感染予防のため、規

生活支援員 堀瀬 志保

ケアハウス マイルドハート

坂出

〒 762-0005 香川県坂出市横津町三丁目2 番 11 号
Tel. 0877-44-5255 Fax. 0877-44-5266
E-mail mildsa@utazufukushikai.or.jp

クリスマスツリーを見ると心がワクワクしますね

ました。「も～食べれない」と
言いながらもぺろりと召し上が
っていました。
今年も皆様の笑顔が見られる
ように、職員一同頑張って行き
たいと思います。

楽しく年を納めました

介護職員 藤本 静江

これこれ、
これを待ってました

忘年会
12 月14 日、15 日、16 日の３日間、忘年会を開きました。１
年を振り返りながら、利用者様が年の暮れを楽しむことが目的
です。
皆様が楽しみしているのは料理「一人鍋」。「わぁー、おい
しそう」
「山盛りやな」など嬉しそうな声が聞こえてきました。
午後からはボール投げをして点数を競いました。このボー
ル投げでクリスマスプレゼントを当てる順番を決めました。ゲ
ーム感覚で行われたクリスマスプレゼントのタイトルは「何が
入ってるかは分からない箱から引っ張り出すクリスマスプレゼ
ント」
。そのまんまですね。笑いのあるゲームができて良かっ
たです。15 時のおやつには、甘くて美味しいケーキを準備し
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こんなのが当たりましたよ
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障害福祉サービス事業所 エコランド鵜足津
障害者共同生活援助 グループホーム鵜足津
〒 769-0224 香川県綾歌郡宇多津町平山 2628 番地 718
Tel. & Fax. 0877-41-0873
E-mail ecoland@utazufukushikai.or.jp

に、色画用紙を使って手作りのクリスマスツリーを職員と利用
者様が一緒に製作しました。シール貼りに苦戦しながらもみん
なで作ったツリーは、とても輝いていました。
クリスマスツリーは、年末ぎりぎりまでうどん店舗に華や
かさを与えてくれました。2022 年は季節ごとの装飾に力を入
れながら、より良い企画を実現していけたらと思います。

好きな物を好きなだけ

副主任サービス管理責任者

木下 和久

クリスマスパーティー
2021 年12 月22 日の夕方、エコランド鵜足津の食堂を会場に
して、グループホームの利用者様 29 名とエコランド鵜足津の
在宅利用者様２名、そしてそれにかかわるスタッフが参加して
クリスマスパーティーを盛大に開催しました。
コロナ禍の新生活様式を踏まえ、エコランド鵜足津の広い
空間のうどん店舗を使用して、安全と衛生に気をつけながら、
楽しいひと時を過ごすことができました。
料理はバイキング形式にして、自分の好きな食べ物を好き
なだけ取れる楽しみを味わいました。そしてクリスマスといえ
ばケーキ。ケーキも生クリームに果物やチョコスプレーなどの
トッピングを準備して、一人ひとりがオリジナルなケーキを作
って食べました。クリスマスらしい雰囲気を感じてもらうため

特別養護老人ホーム

寿楽荘

〒 769-0210 香川県綾歌郡宇多津町 170 番地 1
Tel. 0877-49-3388 Fax. 0877-49-3389
E-mail jurakuso@utazufukushikai.or.jp

手作りのツリー

自分好みのトッピング

12 月のクリスマスシーズン。創作
教室に参加した入居者様は、真剣にク
リスマスの飾りを作っていました。皆
様、驚くほど上手に飾りを作りました。
咋年もコロナ禍の影響で行事がほと
んど中止になっていましたが、今年も感染対策を万全にして、

見事なクリスマス飾り

創作教室だけでなく、音楽教室や体操などの余暇活動に多くの
入居者様が参加できる、楽しい時間をつくりたいと思います。

年末の創作教室
養護老人ホーム

介護職員

土器川荘

〒 763-0092 香川県丸亀市川西町南 207 番地 3
Tel. 0877-58-6210 Fax. 0877-58-6211
E-mail dokisou@utazufukushikai.or.jp

白井 康博

願いもしました。
『きよし
この夜』や『ジングルベ
ル』などのクリスマスキ
ャロルを歌いながら、子
どもの頃を思い出す方も
いました。

まずはリース作りから

12 月はクリスマス一色
土器川荘の 12 月は、クリスマスにちなんだ行事が盛りだく
さんでした。
クラブ活動では、入所者様一人ひとりの顔写真でクリスマ
スリースを作りました。笑顔やおすまし顔などの写真を貼って
いき、四苦八苦しながらも夢中になって作り、仕上がりは十
人十色。全員のリースが出来上がりました。
出来上がったリースを大きなクリスマスツリーに飾り付け
て、
“世界に一つだけ”のクリスマスツリーの完成です。
また、サンタクロースを迎えようと皆でクリスマスソング
を歌いました。鈴を鳴らして、無事にサンタクロースに来て
もらえるよう歌で道案内をしつつ、クリスマスプレゼントのお

そのほかにも、クリス
マスをイメージしたおや
つ作りを行うなど、12 月
はクリスマス一色でした。
その締めくくりとして、
12 月 24 日にクリスマス会
を行いました。
長引くコロナ禍にあっ

世界に一つだけのクリスマスツリーの完成です

て、感染対策を図りながらのクリスマス会でしたが、ささや
かながら行事食とプレゼントを用意しました。
サンタクロースからクリスマスプレゼントが手渡されると、
皆様、満面の笑みになりました。入所者の皆様の笑顔が、職
員一同にとって何よりのクリスマスプレゼントです。
支援員 合田 靜江
HONOBONO 2022. 2 月 vol.422
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障害者支援施設

高瀬荘

〒 767-0021 香川県三豊市高瀬町佐股乙 425 番地 3
Tel. 0875-74-7811 Fax. 0875-74-7818
E-mail takaseso@utazufukushikai.or.jp

と嬉しそうに職員に見せ
てくれ、
「次はどんな作品
を作ろうかな」とパステ
ルアートをすごく楽しみ
にしてくれています。
完成した作品は、玄関

豊かで心が温まる雰囲気に

に飾っています。どの作
品からも利用者様が楽し

パステルアート紹介

そうに作っている様子が

優しく優しく、
色を伸ばします

クリエイティブ班では、パステルアート、手工作業、端子

伝わってきます。飾ってある作品を見て職員も心がほっこりし

分解、音楽、軽運動、リラクゼーションなど、利用者様が好

ます。
「これ私が作ったよ！」
「僕が作ったよ！」と嬉しそうに

みの活動を選び参加しています。

教えてくれます。

パステルアートに取り組み始めて１年が経ちました。季節

今後もパステルアートにどんどん取り組み、利用者様が作

に合わせた型紙のなかから好きな型を選び、好みの色をつけて

った作品で高瀬荘を彩り、豊かで心が温まる雰囲気にしていき

いきます。切り絵を貼ったり、スタンプを押したりと作る方

たいと思っています。
生活支援員 吉田 比奈＆大河内 愛里

の個性が光ります。作品を完成させると「見て！できたよ！」

高齢者ショートステイ

マイルドハート西荻

〒 167-0042 東京都杉並区西荻北一丁目 19 番 9 号
Tel. 03-3390-2831 Fax. 03-3390-3022
E-mail mildnishiogi@utazufukushikai.or.jp

パックは欲しいね」そんなやり取りに笑いもいっぱいです。
「ここは静かでゆっくりできるから読書にいいんだよ」と池
波正太郎の小説を 10 冊ほど持っている方、
「家にいても一人だ
から、ここは皆といっしょで嬉しいわ」と言う方、元旦の相
棒スペシャルを楽しみにしている方。ショートステイでは年越
しの過ごし方はさまざまです。

思い思いの年越し

眠い目をこすりながら、いつもより少し夜更かしをして『紅
白歌合戦』を堪能すると、いよいよお正月。

年末年始の過ごし方

小さな施設なので、食事の盛り付けも飾りも職員で行いま

マイルドハート西荻は住宅街にある施設。近くにスーパー

す。贅沢ではないながらもおせちに見立てた食事を職員手作り

が何軒かあり、新聞にはチラシがたくさん入っています。新

のランチョンマッ

聞よりチラシを楽しみにしている方のほうが多いほどです。と

トに乗せ、祝い鶴

りわけ年末のチラシは美味しそうな写真がいっぱい。カニやマ

を添え、小さな重

グロ満載のチラシに盛り上がりま

箱に飾り、お出し

す。
「マグロ、豪華ねえ」
「カニ食

します。

べたいですか？」など利用者様に

本年も皆様お変

聞くと「うーん、餃子がいいね」

わりなく良い年で

と利用者様。
「え？ まだまだ美

ありますように。
介護職員

味しそうな物いっぱいですよ」
お正月の雰囲気が出ていますね

「いやー、やっぱり餃子だね、５

特別養護老人ホーム

今津荘

〒 763-0051 香川県丸亀市今津町 186 番地 1
Tel. 0877-58-2611 Fax. 0877-21-2007
E-mail imazuso@utazufukushikai.or.jp

池田 須香子

新聞のチラシで盛り上がってしまいました

んな特別な日は大丈夫
です。今年は「ブッシ
ュドノエル」チョコ味
にしてみました。
「美味
しいな～」と、ペロリ。
喜んで召し上がってい

メインは、やっぱりケーキでしょう

ました。

クリスマスパーティー

ドは続いていますが、

コロナ禍で自粛ムー

12 月に入り１階のホールに大きなツリーを出して、利用者

少しでも季節を感じら

の皆様と職員が一緒に飾り付けをしました。24 日には、昼食

れる雰囲気づくりを心

にクリスマスメニューとして、もみの木ハンバーグ、星ポテ

がけていきたいと思い

ト、コーンスープ、星ゼリーなどを用意しました。メインは、

ます。

やっぱりケーキでしょうか。普通食を食べられない方も、こ

介護職員 吉田 里美
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特別養護老人ホーム マイルドハート高円寺 ほのぼの
〒 166-0002 東京都杉並区高円寺北一丁目 28-1
Tel. 03-5345-5981 Fax. 03-5345-9960
E-mail honobono@utazufukushikai.or.jp

出前が到着し、豪華なお
寿司を見ると、「たくさん
あって、どれから食べよ
う？まずはマグロかな」と
喜んでいました。一口食べ
ると、「久しぶりに食べた

豪華なお寿司をいただきます

なぁ、美味しいねぇ」と、

出前一丁！

ターチャンスを逃すまいと

とびっきりの笑顔にシャッ

12 月も半ば、2021 年１年間の入居者様への感謝の気持ちを

カメラマンも力が入りま

込めて、新館３階東西ユニット合同で「お寿司の出前イベン

す。「ゆっくり食べてくだ

ト」を行いました。

さいね」と職員の声が飛び

事前に出前用お品書きを入居者様に見てもらい、
「お寿司と

交うなか、あっという間に

言ったら、やっぱり大トロだね！」
「たまには、手巻きもいい

完食していました。職員も

ね」と、楽しそうに話しながら選んでもらいました。

入居者様も、今年の締めく

見ただけで旨みが口に広がります

イベント当日の朝になると、
「今日の昼は豪華だから、朝ご

くりとして笑顔溢れる素敵な時間を過ごすことができました。

飯は少なめにしておこうね」「お寿司なんて何年ぶりかなぁ」

外出や外食ができる日を楽しみにしながら、入居者様のニー

「今日は何時に出前が届くのかしら」と期待に胸がワクワクし

ズに合わせたイベントを今後も企画していきたいと思います。
新館３階フロアリーダー 安里 舞子

ている様子が伺えます。

障害者支援施設 マイルドハート高円寺 なでしこ
〒 166-0002 東京都杉並区高円寺北一丁目 28-1
Tel. 03-5345-6740 Fax. 03-3388-5279
E-mail nadesico@utazufukushikai.or.jp

思います。
一緒に活動することはまだできませんが、画面越しに久し
ぶりになでしこの仲間を見て、ホッとする方もいました。早
くまたみんなで一緒に活動やイベントをしたいですね。
まだ通所・入所と一緒に活動はできませんが、イベントな
どを通じて楽しみを提供していきたいと思っています。

仲間に会えた

生活支援員 石井 実由記

通所・入所合同リモートクリスマス会
新型コロナウイルスがまだ落ち着いていませんが、感染対策
を徹底した上でなでしこでは、12月24日にクリスマス会を開催
しました。通所と入所合同では行えませんでしたが、端末をを
使ったリモートシステムでお互いの顔を見ながら実施しました。
ピアノ伴奏で、みんなで歌うイベントでは、伴奏担当の利
用者様は当日まで一生懸命ピアノを練習していました。一人で
弾くと上手に弾けるのに、みんなの前だと緊張もあってなかな
か一人で弾く時のようにはいかないものです。しかし練習を重
ね、本番には見事な伴奏を披露してくれました。
また、端末の画面越しにキラキラと装飾が輝いていて、ク
リスマスならではのイルミネーションを感じることができたと

あ、みんな元気そう！ コロナに負けないでねー！

HONOBONO 2022. 2 月 vol.422
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ケアハウス マイルドハート

21

〒 769-0205 香川県綾歌郡宇多津町浜五番丁 53 番地 9
Tel. 0877-49-9111 Fax. 0877-49-9113
E-mail mild21@utazufukushikai.or.jp

をお土産にしました。
牛肉多めの豪華なすき焼きが煮えるまでの間、マスクを着
用し、しばらく談笑していましたが、
「今年はどこかへ出かけ
られるかと思ったけどダメだったね」と新型コロナウイルスに
ついての話題がまだまだ多かったです。
これからも感染対策を行いながら、皆様に日々の生活を楽

コロナ禍で残念な日々も

しんでいただけるように企画を行っていきます。
生活相談員 田島 未来

一人すき焼き鍋
寒さが続くなか、少しでも温まるよう 12 月 21 日に忘年会を
行い、一人すき焼き鍋を楽しみました。行事開催までの間も楽
しんでいただけるように、１カ月前からエレベーターに大きな
ポスターを掲示したところ、
「これが今のたのしみやわ」
「今年
はおにぎり握ってくれるみたい」と話のタネになっていました。
感染対策のため、食堂と各階に分かれ、余興を行わず短時
間での開催となりましたが、できるだけ例年通りの忘年会に近
づけるよう飾り付けやお土産品を工夫しようと、飾り付けは全
て新調し、令和３年の干支である丑（うし）に見立てた手作
りクッキーと令和４年の干支である寅（とら）の立体折り紙

障害福祉サービス事業所
障害児通所支援事業所

Ｕサポート高松

〒 761-0301 香川県高松市林町 2217 番地 7
Tel. & Fax. 087-899-8488
E-mail usupport-takamatsu@utazufukushikai.or.jp

丑のクッキーと寅の折り紙です

ゲームでは「最後の一人に残るぞ！」と意気込んだり、自分
より年下の利用者様にイスを譲ってあげたりなど微笑ましい光
景も見られました。
その後、全館を使ったスタンプラリーを行いました。各部
屋にミニゲームを準備し、クリアするとスタンプを押し、ス
タンプが全てそろうとサンタクロースからクリスマスプレゼン

２日間、たくさんの子どもたちが参加

トがもらえます。皆様、真剣そのものでした。

楽しいクリスマス

を行いました。マシュマロを雪だるまに見立てて、チョコペ

冬休みが始まってすぐの12 月27 日、28 日に、Ｕサポート高
松ではクリスマス会を行いました。今年は２日に分けて実施し、
最初に「イス取りゲーム」と「たたいてかぶせて～リレー
バージョン～」のレクリエーションを行いました。イス取り

編
集
後
記
8

ンで顔を書き、かわいいカップケーキが出来上がりました。
１日を通して子どもたちのたくさんの笑顔が見られ、私た
ちにとっても思い出に残るクリスマス会となりました。これか

たくさんの子どもたちが参加しました。

サンタクロースからもらったものは？

午後からは、クッキングでカップケーキのデコレーション

らも、利用者の皆様に楽しんでいただける行事を企画していき

イス取りゲーム、
勝つのは誰だ？

２月は、寒いのは前半までで、あとは意外に暖かいのではない
かと思います。２月は「冬来たりなば春遠からじ」を実感します。
それと確実に日が延びていることも実感します。まさしく「春遠
からじ」です。手変え品変えのコロナの猛攻はこれからどうなる
のか。しかしそれもまた「冬来たりなば春遠からじ」
ですよ。

HONOBONO 2022. 2 月 vol.422

児童指導員 能祖 由佳

たいです。

鵜足津福祉会本部『ほのぼの』編集局

可愛らしいカップケーキですね
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