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福祉コラム：尾道市における地域生活支援拠点等の整備について
「地域生活支援拠点等」とは、障害のある人の重度化・高齢化や親亡き後を見据え、居住支援のための機能（①
発行：社会福祉法人尾道のぞみ会 2019 年 3 月 30 日発行

相談②緊急時の受け入れ・対応、③体験の機会・場、④専門的人材の確保・養成、⑤地域の体制づくり）を備え

〒７２２－００４２ 広島県尾道市久保町９２-２

た体制のことです。前述した 5 つの機能を地域の実情に応じて整備することとなっています。国の基本指針では、
平成 32 年度末までに地域生活支援拠点等を市内または圏域で少なくとも 1 つ整備するという目標値が設定され

新年度のご挨拶

ています。
尾道市では「地域生活支援拠点等の整備に係る作業部会」が発足され、「地域生活支援システム」と呼び、整
備に向けて協議がすすめられています。協議中のため、詳しい内容のお伝えはできないのですが、こういった動
きがあるということをお知らせさせていただきました。

平素は当法人の活動に、心温まるご理解とご協力、ご支援を賜り感謝申し上げます。
平成 30 年度は各地の災害が大きく印象に残りました。被害にあわれた方々には心よりお見舞い

行事報告

申し上げます。私共の事業所においても、災害時の対応を見直すきっかけになり、災害時マニュ

1月
4 日 レク『初詣・食事会』
（ヴィータ）
5日

4日

レク『初詣』（瑠璃寮）

30 日

レク『新年会』
（瑠璃の屋形）

アルを大きく改定することとなりました。非常時に対しての心構えをはじめ、情報収集や物的な

外食（瑠璃寮）

2月

備蓄等についても協議を重ね、今後に備えてまいります。

27 日

レク『牧場へ行こう』
（瑠璃寮）

28 日

レク『アンパッソへ行こう』
（ヴィータ）

3月

さて、平成 31 年度は新元号となり、時代の節目となります。年号が変わったからといって仕

19 日

レク『尾道造船

カフェテリアへ行こう』
（ヴィータ）

20 日

青山病院交流会参加

23 日

生産者旅行（瑠璃の屋形）

23 日

やまと

よつば会交流会参加（瑠璃寮）

27 日

事の内容が変わるわけではありませんが、ここで大きく深呼吸をするつもりで、新たな時代での

レク『トークイベント』（ヴィータ）

春がやってきましたね。草の勢いがぐんぐんきています。

私たちの役割を再認識し、「未来を笑顔に」つなげていく所存です。

行事予定

それにしても今年の冬は拍子抜けするほどに暖かかったですね。ほとんど雪の

今年度も当法人の活動に変わらぬご理解、ご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
4月
1日

レク『お花見』
（やまと・ヴィータ）

14 日

『学校まるごとマルシェ』出店（ヴィータ）

心配をすることがありませんでした。おかげさまで安全に送迎をすることが

理事長

5月
22 日

できました。やまとへ向かう途中の梅の木もいつもより早めに見頃を迎えて

傾聴ボランティアコスモス様主催 BBQ 参加

いました。
（写真右）この勢いだと桜も早そうですね。4 月 1 日に当法人

感謝の気持ち

3月

【物品寄贈】

匿名希望様
の事業所ヴィータと合同で伯方島にある開山公園での花見を予定して

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

います。見頃と重なってくれることを祈っています。
畑の白菜も暖かくなると花が咲きました。実はこの白菜の花は

・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

食べられると知っていますか。まだ黄色い花が

・希望の家（共同生活援助） 瑠璃寮内
・やまと（就労継続支援 B 型）

広島県尾道市御調町大山田 1139-2

☎(0848)76-2356

咲く前のつぼみはとっても美味でおいしいとの

・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

☎(0845)26-2580

こと。知らないことがたくさんありますね。
さっそく昼食時に食材として使ってみました。

高垣

孔幸
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職員コーナー
尾道市こころサポート事業

製パン部について

ソーシャルワーカー 西川

テーマ：
「尾道市こころサポート事業」について
希望の家 池上

春風が心地よい季節となりました。瑠璃の屋形の直売市にも、菜の花、キャベツ、なばな、クレソンなど

テーマ：1 週間休みが取れたら

が並び、春の訪れを感じております。春号では、製パン部についてお伝えしたいと思います。瑠璃の屋形で
は『グランツベッカラー』の名前で、パンの製造・販売をしております。とは言いましても、実際は、『瑠
璃のパン』と言われることが多いです。ぜひこの機会に『グランツベッカラー』の名前をお見知りおきいた
だければと思います。

「尾道市こころサポート事業」について

製パン部には、材料の計量、パンの成形、網上げ（焼きあがったパンを窯から出し、冷ますためにパンを
鉄板から金網に移動します）
、パンの袋詰め、ラベルを出し・貼る作業、洗い場での作業等、様々な作業が

「尾道市こころサポート事業」って何？と思われる方も沢山いらっしゃるかと思いますが、

あります。ですので、パン作りの経験がない方でも作業に参加していただけます。また、職員が指導致しま

「尾道市こころサポート事業」とは、地域で生活のし辛さを抱えておられる精神的な疾患が疑われる方を支援す

すので、パン作りの技術を身に付けることができます。利用者それぞれが“自分ができること”を役割として

る事業です。対象者は…

担い、皆でチームワーク良くパンを作っております。
現在、約 30 種類のパンを製造しております。使用しているパン生地は主に 2 種類で、天然酵母を使用し
た生地とイースト菌を使用した菓子パン生地です。天然酵母系のパンは、国産小麦、三温糖、食塩、天然酵

① 精神的な疾患があると思われるが治療に繋がっていない方
② 精神的な疾患があり、以前は治療されていたが、今は治療されていない方
③ 精神疾患が原因でひきこもりになっておられる方となります

母、水といったシンプルな材料からできています。曜日限定のパン（水曜日：１５穀が練り込まれたパン、
金曜日：クロワッサン・ごま食パン）や季節限定のパンもあります。
パンは瑠璃の屋形の直売市での販売だけではなく、尾道市役所、福祉センターなどの外販先(曜日・時間

※いずれも概ね 18 歳以上
2018 年 4 月からスタートした「尾道市こころサポート事業」ですが、実践を行う中で地域の課題も見えてきま
した。

が決まっています)や新尾道駅の売店でも販売しております。お手頃価格で販売しておりますので、ぜひお

① 精神疾患が疑われるひきこもりの方と、その家族を支える場の充実

買い求めください。ご予約も承っておりますので、サロン、子ども会のイベントで利用したい、手土産とし

② 山間部、島嶼部の精神科医療の充実（往診も含む）

て利用したい等ございましたら、直売市ご来店時に、またはお電話にてご予約ください。

成果としては、新規の受診に繋がった方など様々あり、課題も含めてお伝えしたいのはやまやまですが、今回

最後に春の限定商品『桜のマドレーヌ』と『さくらあんぱん』をご紹介します。『桜のマドレーヌ』は桜
の葉と花の塩漬けをピューレ状にしたものを生地に練り込み、桜の花をポイントにしたかわいらしいマドレ

など

は文字数の関係で割愛します…が、まだまだ十分とは言えません。障害の有無に関わらず地域の皆様が住みよい
町作りに貢献できるように、その一助になれればと思います。

ーヌです。
『さくらあんぱん』はほんのりぴんくのさくらあんの入ったあんぱんです。どちらも一口食べれ

尾道市こころサポート事業

ソーシャルワーカー 西川浩司

ば口の中に春が広がります。季節限定商品となっておりますので、お見逃しなく！
製パン部ではお客様に新しい味をお届けできるように、日々、試作を繰り返しながら新商品の開発に取り
組んでおります。今後も『グランツベッカラー』のパンをお楽しみください。

「１週間休みがとれたら」
金曜日限定のごま食パ

希望の家（グループホーム）の池上と申します。もし、１週間休みがとれたら・・・現実的には、家の掃
除や整理整頓、ガーデニング等と言いたいところですが、この際そのような事は横に置いといて見ない事に

ンです。

するとしたら・・・。
お寺に修行、滝に打たれリフレッシュする。怠けている五感を研ぎ澄ま

食パンはかわいい

し、心身共に修行する。3 日間の修行を終えたら、海を見ながら、浜辺
でヨガ。ず～っと、ぼ～っとする。目覚まし時計を使って朝起きなくて

スマイル☻柄の袋に入
桜のマドレーヌです🌸

１週間で、足りないかな～。

っています🍞
メンバーさんがレシピを

も良い。朝日とともに目覚め、時間を気にせずゆっくりと過ごす。
まだまだ、ありますよ～。次は、リフォームの達人に弟子入りし、壁紙張り
替えや棚作りが出来るようになる。ガーデニングも習いたいな。あっ！あと
ピアノも習いたな～。こりゃゆっくり過ごす事は出来そうにないですね。
（笑）

見ながら作っています。

希望の家 池上 永益子
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瑠璃寮
夕食メニューの紹介
少しずつ春らしい気候になってまいりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。瑠璃だより春号では、
ある日の瑠璃寮の夕食メニューをご紹介します。
瑠璃寮では、平日の夕食を調理員が手作りして提供しています。献立もすべて調理員が発案し、日々色と
りどりの料理がテーブルに並びます。お正月や節分など、季節のイベントにちなんだメニューも考えられて
います。
こちらは 2 月 14 日のバレンタインメニューです。
○ミニステーキとオニオンフライ
○りんごとキャベツのオレンジサラダ
○バターライスとトマトブルスケッタ
○ガトーショコラ
○コンソメスープ
ブルスケッタとは、焼いたパンにオリーブオイルなどを塗り、トマトやバジルをのせる前菜です。バレン
タインにちなみ、トマトの色がさし色になっていました。利用者からも「おいしい」、
「盛り付けがきれいで
すごいと思う」と感想をいただきました。日によってはリクエストメニューが登場することもあり、手作り
の夕食の好評な様子がうかがえます。

地域生活支援センターるり
各種サークルのご紹介
春風が心地よい季節となりました。皆さまいかがお過ごしでしょうか？
さて、今回は支援センターるりで行っている書道サークルと絵手紙サークル
についてご紹介します。
「絵手紙」は聞きなれない方もおられるかもしれません。
「絵を書き添えた
手紙(デジタル大辞泉より)」のことで、センターるりでは半紙やはがきに絵を
描き、それに短い言葉を添えています。例えば、右のイラストのようなものです。
書道サークルも絵手紙サークルも講師の先生はおられず、書道サークルは
お手本を参考に、絵手紙サークルは本を参考に、ゆったりしたペースで行っています。もちろん、ご自身で
書きたい文字や描きたい絵、言葉があれば、それに取り組んでいただいています。必要な道具は、センター
るりに一式置いてありますので、ご用意していただくものは特にありません。
ちょっとしてみたいな、とか、書道を久しぶりにしたいな、とか、絵手紙したことないけど気になるな、
など思われた方はお気軽にお問い合わせください！書道サークルは第 4 金曜日、絵手紙サークルは第 3 月曜
日の予定ですが、変更する場合もあります。
書道、絵手紙以外でも、他の人と一緒にしてみたいことなどありましたら、お気軽にご相談ください。
最後になりましたが、季節の変わり目ですので、体調には十分お気を付けください。
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ヴィータ
春の訪れとともに暖かい季節となってまいりました。皆さまいかがお過ごしでしょうか。
就労継続支援 B 型事業では、所内作業の一つとして雑貨づくりがあります。
現在、4 月 14 日（日）に開催される『学校まるごとマルシェ』に向けて利用者さんと一緒に新商品（春
の商品）づくりに取り組んでいます。新商品の開発の際は、利用者さんと一緒に話し合いを重ねています。
利用者さんによっては、一から起案したものをつくることで、作業への集中力や通所日が増えた方もおら
れます。
生活訓練事業では、グループ活動の一つとして創作活動があります。創作活動では、利用者さん自身が
作りたいものを考えるところから始まります。次に、作るために必要な情報をインターネットで調べます。
インターネットで情報収集をする事が苦手な利用者さんも、ご自身が作りたい作品づくりとなると、集中
してパソコンに向き合っておられます。
ヴィータでは、利用者さんの『○○したい』という想いを出発に、活動を通じて経験を重ねていただい
ています。その経験が自信となり、新たな目標を見つけておられる利用者さんもおられます。
年度が変わり、4 月からは新しい仲間が増える予定です。新しい仲間との交流を深めるために、しまな
み海道を通って花見へ行く企画を立てています。花冷えの季節、みなさまもどうかご自愛ください。

春向けのフラワーアレンジメント

猫とさかなのアクリルたわし

希望の家
ご報告
うららかな春の気配を感じるこの頃、いかがお過ごしでしょうか。
希望の家では、平成 31 年 3 月 1 日に定員 2 名のグループホームを新たに 2 ヵ所、開所しました。ご近所
の挨拶周りでは、優しく迎え入れて下さり、感謝の気持ちでいっぱいです。
『住まいが変わる』という大きな変化から、様々な心配や不安を持たれると思います。そのような中でも、
ご本人のペースで自立した生活を送ることが出来るよう支援を行っています。例えば、転居先からスムーズ
に通院が出来るよう通院に同行したり、食材や日用品の調達が出来るよう一緒に買い物に出かけたり、ホー
ム内の共同箇所の使用ルールを守り衛生的な環境で過ごす事が出来るよう、見守り・声掛け・傾聴等を行っ
ています。ご本人のペースに合わせるということを大事にしながら、日々、支援を行っています。
この度のグループホームは、定員 2 名と小規模なので、ご自分のペースで生活を送ることが出来ておられ、
予想していたよりも早く、引越前と同様の生活が送られるようになられたと思います。
今後も引き続き、地域の中で交流を深めながら、それぞれの方が希望される生活を送ることが出来るよう
に、支援を継続していきたいと思います。
季節の変わり目ですので、皆様、くれぐれもご自愛ください。

