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瑠璃だより

行事報告

2019 年新年号

（１）

瑠璃だより

12 月
5日

傾聴ボランティアコスモス様主催クリスマス会参加
（希望の家・瑠璃寮・ヴィータ・センターるり）

10 月
20 日

むかいしま健康福祉まつり参加

21 日

おのみち福祉まつり参加

21 日

大和ふれあい公民館まつり

（やまと）

21 日

大和地区交流おでん会

（やまと）

21 日

各ホームシティークリーニング

（希望の家）

24 日

レク『はま寿司へ行こう』

（希望の家）

28 日

重井公民館祭り参加

31 日

レク『大久野島に行こう』

大掃除・クリスマス会

28 日

餅つき

（瑠璃の屋形）

20 日

（ヴィータ・瑠璃の屋形）

ご挨拶
謹啓
新年あけましておめでとうございます。皆様方には、旧年中に格別なご高配を賜り、まことに有
難く厚く御礼申し上げます。

（ヴィータ）
（瑠璃寮・希望の家）

4日

であいまつり参加

11 日

おのみち市民健康まつり参加

行事予定

（ヴィータ）
1月

（ヴィータ・瑠璃の屋形）
各ホーム避難訓練実施

（希望の家）

16 日

瑠璃の屋形大感謝祭

21 日

レク『すたみな太郎へ行こう』

（希望の家）

25 日

浮城祭参加

（ヴィータ）

28 日

レク『あいサポートアート展観覧』
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（ヴィータ）

新年のご挨拶

11 月

13 日、14 日

2019 年新年号

（瑠璃の屋形・ヴィータ）

未定

レク『初詣』

（瑠璃寮・希望の家）

4日

レク『新年会』

4日

レク『初詣・新年会』

（瑠璃の屋形）
（ヴィータ）

3月
未定

レク『花見』

2019 年の干支、己亥（つちのとい）は「内部の充実を心がけ、次のステージの準備をすると良い
年」だそうです。また今年は新元号を迎える年でもあります。皆様にとって、すばらしいステージに
なりますよう、心よりお祈り申し上げます。
本年も、当法人の活動に、より一層のご理解、ご指導、ご支援を賜りますよう、お願い致します。
謹白

（瑠璃寮）

（瑠璃寮・ヴィータ）

理事長

感謝の気持ち

10 月

ヴィータ

[ 物品寄贈 ]匿名希望様、匿名希望様、匿名希望様、匿名希望様、匿名希望様

あけましておめでとうございます。
寒くなりましたが、みなさまいかがお過ごしでしょうか。
ヴィータでは就労継続支援 B 型事業の様々なイベントに参加させて
いただきました。県立広島大学の浮城祭や因島の公民館まつりなどに
出店いたしました。また、社会福祉法人若葉因島であいの家様から、
であいまつりへの出展のお誘いをいただき、参加させていただきました。
関係者の皆様、来店してくださった皆様、ありがとうございました。

11 月
[ 寄付金 ] 青山俊之様、杢谷正樹様、傾聴ボランティアコスモス様
[物品寄贈] 匿名希望様、匿名希望様
12 月
[物品寄贈] 株式会社箱吉様、株式会社葉名組様

お問い合わせ先
社会福祉法人 尾道のぞみ会（HP：http://www.o-nozomi.or.jp/）
・瑠璃の屋形（就労移行支援・就労継続支援 B 型） 広島県尾道市久保町 92－2

☎(0848)37-6040

・瑠璃寮（生活訓練：宿泊型、通所型、訪問型・短期入所）広島県尾道市久保町 1714－1 ☎(0848)20-7676
・地域生活支援センターるり（地域活動支援センター・指定特定、指定一般相談支援）
広島県尾道市天満町 2-10 ☎(0848)38-7151
・希望の家（共同生活援助）
・やまと（就労継続支援 B 型）

瑠璃寮内
広島県尾道市御調町大山田 1139-2

☎(0848)76-2356

・ヴィータ（指定特定相談支援・生活訓練：通所型、訪問型・就労継続支援 B 型）
広島県尾道市因島重井町鬼岩 5276-17

2階

よしゆき

高垣孔幸

☎(0845)26-2580

生活訓練事業では、11 月 28 日に瑠璃寮との合同プログラムで、
あいサポートアート展の見学へ行ってきました。ヴィータの利用者の作品も入選し飾られていま
した。来年も作品を応募したいと思います。
12 月 5 日には、尾道市生きがい推進センターにて開催された
傾聴ボランティアコスモス様主催のクリスマス会に参加させて
いただきました。調理に参加させていただき、一緒にごちそうを
いただきました。午後からは、様々なパフォーマンスを披露して
くださり皆、楽しませていただきました。コスモスの皆様、楽しい時間をありがとうございまし
た。
今年もヴィータでは、様々なイベントに参加していきたいと思います。
本年もよろしくお願いいたします。
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瑠璃だより
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瑠璃の屋形

（５）

瑠璃だより

職員コーナー

やまと

2019 年新年号

多田

地域生活支援センターるり

芝吹

新春の候、いかがお過ごしでしょうか？
冬号では、昨年おこないました『大感謝祭』についてお伝えします。

好きな食べ物

昨年の 11 月 16 日（金）に毎年恒例であります『大感謝祭』を開催しました。開催２、３日前の天
気予報では当日の予報が雨となっており、ヒヤヒヤしておりましたが、当日は晴天！お祭り日
和となりました。
イベントでは、たくさんの方にご協力いただき、飲食
ブース、体験ブース、雑貨等販売ブースなど、お客様に
楽しんでいただけるようさまざまなブースをご用意い
たしました。飲食ブースでは本格スパイスのカレー屋さ
ん「コヨーテ」様によるカレーやチャイ、毎年ご協力い
ただいております鉄板焼きの「いっとく」様によるお好
み焼き、瑠璃の屋形の生産者さんが作られた芋と手作
りの焼き芋機によるホクホクの焼き芋を堪能していた
だきました。お昼時にはどこも行列ができていました。

私が好きな食べ物は小さい頃から慣れ親しんだ「中華そば」と
「お好み焼き」です。昔、家の近所に「みしま」という中華そば屋さ
んがありました。そこには学校帰りとかに食べに行っていて、小さ
なカウンターで食べる中華そばは美味しかったです。大学で関西
に行き、帰省すると必ず食べに行ってみしまのおばさんに「ここ
の中華そばが一番おいしいよ」と話すとおばさんは「小さい頃か
ら慣らされとるけえじゃろ」と笑っていました。とてもいい雰囲気
で大好きでした。もう今では建物も取り壊されてありません。
それから近所に「オリーブ」というお好み焼き屋がありました。ここのお好み焼きは普通
のお好み焼きと違って、生地が柔らかくたこやきのようなお好み焼きでした。ソースは辛
いのと甘いのがあり僕は辛いソースのファンでした。このお店も今は閉店しています。
私の青春時代のグルメ「みしま」と「オリーブ」は今でも心の中で輝き続けています。

体験ブースでは、パステルアート教室、絵画教室、ハーバリウム作りといったアートな体験や

やまと 多田圭希

タロット占いを楽しんでいただきました。また、瑠璃の屋形の生産者さんにかわいいヤギを連
れて来ていただき、ヤギとのふれあいも楽しんでいただきました。ヤギさんは毎年子どもたち
に大人気です。
販売ブースは、尾道の老舗帽子屋さん「藤井製帽」様のおしゃれな帽子、ハンドメイド作家様
による可愛い小物、傾聴ボランティアコスモス様によるフリーマーケット等、見て回るだけでも

尾道の魅力

楽しんでいただけるもりだくさんの内容となっておりました。当法人のバンド『ルーリーズ』も
生演奏でイベントを盛り上げてくれました。

こんにちは。相談支援専門員の芝吹博子です。他市出身ですが、ここ尾道に暮らすように

瑠璃の屋形直売市では、日ごろの感謝の気持ちをお客様に大還元！ということで、パンや

なってから、ちょうど 20 年が経ちました。海があり、山があり、どこを歩いても面白さがあり、

新鮮野菜を特価で販売いたしました。また、イベント限定商品の販売や子ども用品のフリーマ

人があったかい尾道。居心地の良さはずっと感じていますが、ほんとに最近、他の土地や都会

ーケット、抽選会を行いました。たくさんのお客様にご来店いただき、パン、野菜、イベント限定

にも負けてないよな…と思います。毎週のように魅力的なイベントやマーケットがあって、デ

商品は午前中にほとんど完売し、大盛況でした。このたびのイベントには約 400 人の方にご来

ィープなお店もどんどん増えて、面白い人にも次から次へと出会えます。

場いただきました。ご来場いただきました皆様ありがとうございました。

そうそう、先日は、御調のとある場所で椿油を搾ってきました。椿油ってこうやってできる

また、このようにイベントを開催できましたのは、ご協力いただきました

んだ、自分で作れるんだ！と嬉しい驚き。そしてさっそく使ってみたら、これがびっくりするほ

皆様のおかげであります。心より感謝を申し上げます。

どいいんです。日々の普通のくらしを、それぞれに味わえる幸せ。仕事でかかわる方々とも

大感謝祭を通して、私たちは日頃から多くの方々に支えられ、

この土地でともに暮らす者として、それぞれの幸せを

直売市を運営できているということを実感しました。これからも障がいの

味わいながら暮らせる尾道であるように…

ある方の一助となれるよう精進してまいりますので、今後ともお力添え

そんな願いを抱きつつ、今日も仕事をしています。

いただきますようお願い申し上げます。
（椿油作成中）

（３）

瑠璃だより

2019 年新年号

地域生活支援センターるり
パステルアート瑠璃だより感謝祭
あけましておめでとうございます。おだやかな初春をお迎えのこととお慶びを申し上げま
す。
さて、今回はパステルアートの前田先生が昨年 11 月 16 日に
開催された瑠璃の屋形の感謝祭にご参加くださったので、
その様子をご報告いたします。
瑠璃寮の訓練室で教室をしてくださり、訓練室前の棚には、
普段パステルアートに参加されている方々の作品を展示！
皆さん「恥ずかしい」と言われながらも、ご協力くださいました。ありがとうございます。
感謝祭の教室では、イニシャルをパステルアートで描いていただきました。
先生から「ほぼ初めての方で皆さん上手に楽しみながらしてくださって、
私も楽しかったです」とご感想をいただきました。支援センターるりの教室で
常連の方が、宣伝もしてくださったとのことで、ありがとうございます。
この感謝祭がきっかけで、支援センターるりのパステルアート教室に参加の電話をしてくだ
さった方もいらっしゃいました。この方で定員 8 名の枠がいっぱいとなったのですが、欠席の
方などがいると空きが出る状況です。ご興味のある方は、お問合せください。
最後になりましたが、皆さまにとって幸多い年となりますようお祈り申し上げます。
寒さ厳しき折、くれぐれもご自愛ください。

やまと
あけましておめでとうございます。やまとの昨年の様子についてお伝えします。
紅葉の頃には、やまとのカエデの木もいい色に染まりました。とても存在感があってやまとの
シンボルの木です。落ち葉などの清掃もがんばりました。拾った落ち葉は、腐葉土にして畑に
再利用したいと思っております。（写真はやまとのカエデの木）
11 月 16 日には、瑠璃の屋形生産者直売市のイベントがあり、ル
ーリーズが演奏をしました。最近ではオリジナル曲も増えてレパ
ートリーが豊富になり 30 分ステージを皆さんで楽しく演奏いたし
ました。天気にも恵まれいいライブになりました。
また今年もいいお米ができるように畑を耕しました。春先にも
う一度耕す予定です。やまとのお米もしよろしければご賞味ください。
学校の畑では白菜、大根、春菊を育てました。寒い時期には欠かせない野菜たちです。白菜
の漬物を昨年作り利用者さんに好評だったので、また今年も作りたいと考えています。
それから、春にむけてスナックエンドウ、ソラマメを植えました。たくさん収穫出来る様に手
入れなど利用者さんと一緒に頑張っていきたいと思います。
さあ、今年もやまとの自然の中で元気に楽しく作業していきたいと
思っております！！
今年もよろしくお願いいたします。
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瑠璃寮
活動の様子
新年あけましておめでとうございます。厳しい寒さが続いておりますが、皆様いかが
お過ごしでしょうか。今号では、昨年末に利用者の皆さんが参加したイベントの様子に
ついてご紹介します。
10 月 31 日はレクレーション『大久野島へ行こう』を実施し、
竹原市忠海港からフェリーに乗り大久野島へ行きました。
島内ではいたるところにたくさんのウサギがおり、道で出会うたび
に足を止めてエサをあげました。
島の中心部には宿泊施設があり、施設に併設されたカフェで昼食
をとりました。島オリジナルの大きなソフトクリームや近辺のフォ
トジェニックな風景を写真に収める参加者もおられ、それぞれが島
を堪能されていました。
12 月 5 日は傾聴ボランティアコスモス様主催のクリスマス会に参加しました。
色とりどりの料理とクリスマスにちなんだアトラクションを楽しむことができました。
コスモスの皆様、ありがとうございました。
今後も様々なイベントやプログラムを実施し活動の充実をはかりたい
と考えております。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

希望の家
活動報告
新年明けましておめでとうございます。皆様のご多幸を心よりお祈りいたします。
この号では、昨年度のグループホームの行事内容についてご紹介いたします。
今までは、グループホームごとに行事を実施していましたが、利用者間の交流を深める
ために 3 箇所のグループホーム合同で活動する行事を多く実施しました。中でも、外食(焼
肉)が人気で参加者が多く、1 年に数回リクエストのある行事となっています。
他には、瑠璃寮と合同レクレーションで『大久野島へ行こう』を実施しました。大久野
島では、出迎えた可愛い♡可愛い♡ウサギに癒され、餌をあげたり、島一周のウォーキング
をしたりと、思い思いに島を堪能され、リフレッシュすることが出来ました。
12 月には傾聴ボランティアコスモス様主催のクリスマス会に参加し、楽しい時間を共有
出来ました。毎年参加する事を楽しみにしておられる方や、初めて参加し吹奏楽の演奏を
喜んでおられる方もおられ、各々が楽しい時間を過ごす事が出来ました。ありがとうござ
いました。年末には恒例の餅つきを実施し、皆で一緒についた餅を食べ、1 年を締めくく
りました。
今年も様々な行事を実施し活動の幅を広げ、地域行事にも積極的に参加し、交流を深め
たいと思っております。本年もどうぞよろしくお願い致します。

