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平成 28 年 4 月 1 日からスタートした障害者差別解消法って？

この法律では「不当な差別的取り扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を求めています。そのこ
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とによって、障がいのある人もない人も共に暮らせる社会を目指しています。
「不当な差別的取り扱いの禁止」とは、国・都道府県・市町村などの役所や、会社やお店などの事
業者が、障がいのある人に対して、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条
件を付けたりするような行為を言います。
「合理的配慮の提供」とは、国・都道府県・市町村などの役所や、会社やお店などの事業者に対し
て、障がいのある方から何らかの配慮を求める意思が伝えられた時に、負担になり過ぎない範囲で対
応すること（事業所に対しては、対応に努めること）が求められています。
【参考】

内閣府障害者差別解消法リーフレット

機関紙リニューアルにあたって
初夏の風に肌も汗ばむ季節とました。皆様におかれましては、尚一層ご活躍のことと存じま
す。平素は、当法人の社会福祉活動にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、昨年度まで、当法人の活動等を皆様にお知らせしていました「瑠璃だより」ですが、
本号から、より内容を充実させるために、月刊発行から季刊発行（年４回）とさせていただき
ます。従来以上に「瑠璃だより」紙面から、当法人事業所を利用している方々のリカバリーや
当法人の福祉活動をご理解いただき、一層のご指導、ご支援をよろしくお願い申し上げます。
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行事予定

行事報告
4月
2日
花見（やまと）
17 日 グラウンド de マルシェ（ヴィータ）
5月
田植え（やまと）
11 日 コスモス BBQ
6月
4 日 人権文化センター祭り（瑠璃の屋形）
10 日 ひなた市（瑠璃の屋形、ヴィータ）
11 日 福島ひまわりプロジェクト（やまと）
29 日 レク：回転ずしを食べに行こう（瑠璃寮・ヴィータ）

理事長

ワークショップ（瑠璃の屋形）
16 日 ソフトボール交流大会（支援センターるり）
23 日 合同事業所説明会（ヴィータ）
8月
やまと地区盆踊り（やまと）
20 日 NPO 法人遊喜の会主催夏祭り出店（ヴィータ）
9月
稲刈り（やまと）
一泊研修旅行（やまと）

4月

[ 物品寄贈 ] いちえの会様

5月

[ 寄付金 ] 林原義則様 高垣哲明様 青山俊之様 杢谷正樹様

匿名希望様

[ ボランティア ] 精神保健福祉ボランティアコスモス様
[ 物品寄贈 ] 匿名希望様 田窪宏行様 匿名希望様
[ 物品寄贈 ] メルシー㈱様 奥田恵子様

職員紹介コーナー

新任職員紹介

４月から新たな職員が加わりましたのでご紹介いたします。
総務と瑠璃の屋形兼務 力石 佳純
総務と希望の家兼務 平林 理沙
皆さま、よろしくお願いいたします。

はじめまして。4 月より総務と瑠璃の屋形に勤務することになりまし
た力石佳純（ちからいし かすみ）と申します。
私は音楽を聴くことが大好きで、父から譲り受けた音響機材で音楽を
聴くのが毎日の日課です。学生時代は吹奏楽部に所属しており、管楽器
を吹くこともとても好きです。4 月から勤務をはじめて、早いことにも
う 3 ヵ月が経ちました。まだまだ至らない点が多々あるかと思いますが、
先輩職員から丁寧な指導をうけ、きちんと身につくよう努力致します。
これからどうぞよろしくお願い致します。

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）

よし ゆき

高垣孔幸

7月

感謝の気持ち

6月

ご挨拶

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
・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

はじめまして。４月から尾道のぞみ会でお世話になっております。
平林理沙（ひらばやし りさ）と申します。所属は総務と希望の家
です。
高校を卒業してすぐ入社致しまして、高校生と社会人の違い
を今まさに実感しております。入社して３カ月程経ちますが、まだ
まだ慣れない事ばかりで、皆さまには迷惑をたくさんお掛けする事
と思います。すこしでも早く皆様のお役に立てるように頑張りたい
と思っておりますので、ご指導よろしくお願い致します。
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ヴィータ

瑠璃の屋形
直売市
平成 28 年 6 月 10 日（金）、メイドイン尾道を集めた「ひなた市」を開催いたしました。
尾道の老舗オシャレな帽子屋さん「藤井製帽」様、尾道から日常生活に皮製品を「sugis」
様、もっちり手打ちうどん「吉祥」様、布小物など手作りの温かさを届けます「Bear Home」
様、似顔絵とアクセサリーの「尾道大生＆尾道大生 OG」様、尾道ブランド自転車「NAGI
BIKE」様、本当にありがとうございました。御調町の生産者さんからも、とってもかわい
らしい子ヤギを連れてきていただきました。ありがとうございました。
当法人からは、天然酵母などのパン、惣菜、お弁当、ちらしずし、お稲荷さん、きんと
んパイ、多機能型事業所「ヴィータ」で作った石鹸や小物などが盛りだくさんでした。
来店数は約 400 名。皆様のおかげで本当に沢山の方々にご来店いただきました。あり
がとうございました。地域の方のご協力をいただきながら、皆様と一緒に地域を盛り上
げる活動ができ、また障害のある方の社会参加の一助や啓発の一助となれるよう、今後
も瑠璃の屋形は張り切ってまいります！！ 近くにお越しの際には、是非ご来店くださ
い。

2016 年夏号

ヴィータの活動内容、ご紹介
梅雨明けが待ち遠しい今日このごろ、皆さまいかがお過ごしでしょうか？
今回の瑠璃だより夏号では、ヴィータで行っている就労継続支援 B 型事業の活動内
容をご紹介します。
ヴィータでは本四バス開発株式会社様より委託を受けて、バスの停留所、待合所、
駐車場の清掃を、NPO 法人遊喜の会様より委託を受けて、事業所の車、職員の方の
車の洗車を行っております。このような機会を与えてくださったことに感謝しなが
ら、日々、責任を持って作業を行っています。
委託業務の他には、自主製品作りに力を入れて行っています。本来捨てられてしまう
食用油を利用した食器用・洗濯用の石けんや、ヘアピン、マグネット、小物入れ等の
雑貨作りを行っています。
それらの雑貨に「La Luna」（ラ・ルーナ）というブランド名を付けています。「La
Luna」はイタリア語で「月」という意味です。月は満ち欠けによっていろんな姿を
見せます。また、うさぎがいるように見えたり、カニがいるように見えたりと、同じ
月でも人によっていろいろな見え方をします。そんな多面的で、人を惹きつけてやま
ない月のような作品を作っていきたいという想いを込めて「La Luna」というブラン
ド名を付けました。ヴィータで作っている石けんは瑠璃の屋形の直売市や原田芸術文
化交流館‐やまそら内にありますハンドメイドショップ「'honnori *'」さんで購入す
ることができます。その他の商品はイベントにて販売しておりますので、よろしくお
願い致します。

食品部
★パン部（グランツベッカラー）より
最近では随分とはやい時間から明るくなり、パン屋さんは出勤しやすくなる季節になりまし
た。ところで、瑠璃で作るパンは添加物を使用していません。天然酵母パンも全て安心安全な
国産小麦を使用しています。
先日のひなた市では、新作の「れもんメロンパン」と「れもんあんぱん」を販売しました。
どちらのパンもご好評頂き即完売となりました。ありがとうございました。今後ともグランツ
ベッカラーをよろしくお願いします。
★惣菜部より
蒸し暑くなって来ましたが皆様いかがお過ごしでしょうか？4 月から惣菜部ではお弁当が
リニューアルされ、皆慣れない中、試行錯誤しながらお弁当やお惣菜を作っています。先日の
「ひなた市」ではきんとんパイを販売し、食堂からも、いなり寿司を販売しお昼頃には完売し
ました！！ご盛況頂きありがとうございました。これからも皆で頑張っていきますので、今後
ともよろしくお願い致します！

４月、6 月とイベントに出店しました。4 月の時は初めてということもあり、準備
に手間取ったり、会計や商品の袋詰めに慌てたりと、バタバタとしてしまいました。
また、お客様が商品を手に取る度にドキドキしたり、商品が売れた時に喜んだりと、
心の中も慌ただしい１日でした。6 月は瑠璃の屋形主催のイベント「ひなた市」に出
店しました。4 月の反省も踏まえ、事前にディスプレイの練習をして本番に臨みまし
た。2 回目ということもあり、前回よりはゆとりがありましたが、出店 2 回目、まだ
まだ初心者で、利用者・職員共々緊張しました。今後、場数を踏んでイベントを楽し
めるようになりたいなと思います。
作業内容に話は戻りますが、上記の他に「島の小さなお手伝い屋さん」という代行
事業も行っています。こちらの代行事業は障がいの有無に関係なく、ご依頼を受けて
作業を行っています。これまで、引っ越しの準備、衣替えのお手伝い、庭の草取り、
買い物のお手伝い等行ってきました。料金もご利用しやすい価格に設定しており、ご
好評いただいています。
現在の作業内容は以上になります。今後もいろいろなことに挑戦し、魅力ある事業所
にしていきたいと思います。
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瑠璃寮
瑠璃寮のご紹介
7 月に入り、蒸し暑い日が続いておりますが皆さまいかがお過ごしでしょうか。
瑠璃だよりリニューアル後初めての記事掲載ということで、ここで改めて、瑠璃寮につい
て簡単にご説明したいと思います。
瑠璃寮では、大きくわけて 3 つのサービス［①宿泊型生活訓練②通所型・訪問型生活訓
練③短期入所］を行っています。①②については利用期限は 2 年です。
生活訓練では、自立した暮らしを目指す方が社会生活を送るうえで必要なスキル(身の回
りのことを自分で行う、ルールを守る、公共の場でのふるまい等)を身につけられるよう、
ともに考え、日々活動しています。※宿泊型・通所型・訪問型では詳しい活動内容が異なり
ます。
短期入所では、居宅で生活をされている方が同居家族の一時的な不在、家族関係に一呼吸
おくため等の理由で短期間の宿泊が可能となっています。
利用者一人ひとりの思いに寄り添い、個々の目標・目的に向けて少しでも前進できるよう、
スタッフ一同サポートに努めています。瑠璃寮に関するより詳しい活動内容・機能について
気になる点等がありましたらお気軽にお問い合わせください。通所型生活訓練で行っている
プログラム活動についても、具体的にどのようなことを行っているのか次号以降こちらでご
紹介させていただく予定です。それでは、今季もよろしくお願いします。

希望の家
世話人のご紹介
今回よりリニューアルとなりましたので、第一弾として世話人の紹介をさせて頂きま
す。
【私は、他の施設での世話人経験がありますが、障がいのある方と直接、関わる事がなく、
遠くから見ている形でした。地域の方もこのような気持ちを持たれている方が多いのでは
ないかと思います。地域の中で利用者さんが普通の生活ができるように支援したい、いや
寄り添って一緒に考え悩んでいきたいという思いで働いて、2 年経ちました。私は専門的
に何か出来る訳ではありませんが、利用者さんが、私を必要と思ったときには話を聴かせ
て頂いています。話が終わるころには明るい表情になり、私も元気を貰っています。傾聴
の重要性を感じております。
毎日失敗したり、反省したりする中で利用者さんの笑顔が見られると、それは喜びに変
わります。グループホームの生活の主体は利用者さんです。一人ひとりの暮らしを尊重し
ながら、関わりがマンネリ化していないだろうか、利用者さんの悩みを分かち合っている
だろうかと振り返りながら一緒に地域の中で関わっていきたいと思っています。私は、世
話人という仕事に出会えた事を嬉しく思っています。利用者さんと悩み、考え、笑える時
間をもてる事は私の宝になるでしょう。もう少し世話人を続けられたらいいな～と思って
います。今後もよろしくお願いします。
シェアハウスゆい世話人】
夕食時の巡回には温かい雰囲気と美味しそうな匂い、利用者さんの
笑い声。とっても頼りになる世話人です。もう少しなんて言わず、どう
ぞ末永くよろしく頼みます。
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やまと
農作業
暑い季節がやってきました。皆さまどうお過ごしでしょうか。やまと事業所はやまと地区
という尾道最北端にある事業所です、月曜日～土曜日まで日々作業をしています。
今、やまとでは田植えの時期を迎えており、毎年おいしいお米を作る為に頑張っていま
す。お米は「やまと米」という形で販売もしています。もし、少しでも興味を持っていた
だけましたら、やまと職員へお声かけ下さい。お米は希望のキロ数をお伝えいただければ
対応も致します。
やまとでは他にも水耕ネギといい、土ではなく水を使ったネギの栽培もしています。水
耕ネギは年間を通して栽培ができる栽培方法です。こちらのネギも販売をしています。太
ネギ、細ネギ等の対応もしています。瑠璃の屋形直売市でも販売していますので是非ご賞
味下さい。

センターるり
地域活動支援センターるりのご紹介
瑠璃だよりリニューアルということで、今回は地域活動支援センターるりが
どういうところなのかをご紹介します！
地域活動支援センターるりは、行き場・活動の場です。憩い、自由に過ごせ
る、仲間と交流できるスペースを提供しています。ちょっと休憩で立ち寄った
り、「家にいると落ち着かないから」ということで来ている方もいらっしゃい
ます。また、次のようなプログラムを提供しています。
☆当事者の方が対象の「ピアカウンセリンググループ」。今はＷＲＡＰに取り組み、和や
かな雰囲気の中で皆さん毎回いろいろな気づきを得ているようです。
☆どなたでも参加できるプログラムとして、「茶話会」、「カフェまでウォーキング」。
「カ
フェまでウォーキング」はセンターるりからカフェまで歩いていき、一服するプログラ
ムです。
☆講師の先生をお呼びしての「パソコン教室」、「パステルアート」。両方とも人気のプロ
グラムです。＊上の写真は「パステルアート」の先生がセンターるりに暑中見舞いにく
ださった作品です！
☆自主的にお手本を見ながら取り組む「書道サークル」、「絵手紙教室」。用意していただ
くものはありませんので、お気軽にご参加、またはお問い合わせください！
他、季節の行事など行っています。
お気軽にお問合せ、お立ち寄りください！

