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PayPay(ペイペイ)で購入できるようになりました！

「野菜」「さをり織り」が、PayPayでも購入可能になりました。

キャンペーン時はとてもお得です。ぜひ、ご購入ください！

さをり織り

野菜販売 （日時）月・水・金 13：00～16：00

（値段）１袋100円

（場所）箕面市立あかつき園・ワーク
センターささゆりの玄関前

（日時）平日8：45～17：00

（値段）100円～

（場所）箕面市立あかつき園・ワーク
センターささゆりの１階

野菜はすべて
「無農薬」で
つくっています

４月１日より令和３年度の事業がスタートしました。

令和３年度は「箕面市立あかつき園・ワークセンターささゆり」に１名、「箕面
市立障害者福祉センターささゆり園」に３名の新たなご利用者をお迎えしています。

今年度もコロナ禍に負けず、新たなことにもチャレンジしながらご利用者の皆さん
と楽しい1年にしていきたいと思います。

http://www.m-akatsuki.co.jp/
http://akatsukiminoh.blog.fc2.com/


箕面市立あかつき園・
ワークセンターささゆり

２月、レインボーチームでは、昨年末から
準備を進めてきた「レインボーチーム運動
会」を開催しました。

パン食い競争・玉入れ・大玉転がし・輪
投げ・的あて・お菓子釣り・太鼓の達人など
盛りだくさんの内容で開催しました。

今年はコロナ禍ということもあり、初詣にも
なかなか行けないなかで、少しでもお正月気分
を楽しめるようにと、１月、ご利用者の皆さん
と職員が一緒に、ワークセンター棟1Fに手作
りの神社を飾りました。

賽銭箱や本坪鈴もあり、本格的な作りになっ
たこともあって、本物の神社と間違えてお賽銭
を入れていく方もおられました（笑）

今年はこれまでとは一味違ったお正月気分を
味わうことができました。

太鼓の達人で見事なバチさばきを披露する
方、輪投げやスマートボールで熱中する方
など皆さん笑顔で楽しまれていました。

新型コロナの影響で、行事などはなくなり
ましたが、この日ばかりはいっぱい笑うこと
ができた楽しい１日となりました。

３月、2週間にわたって「ナノミストバス」の
モニターをさせていただきました。

「ナノミストバス」とは、微細なミストが毛穴
の奥まで浸透して汚れを取り除き、500mlという
少量の水で服を着たまま入浴の効果が得られる
移動式の入浴器具になります。

今回モニターとなってくださったご利用者や
ご家族の皆様からは、「気持ちよかった」「温
まった」「乾燥肌が潤った」といった声をいただ
きました。



3月、「年度末報告会」を行いました。

各チーム毎に作品を紹介したりゲームをしながら、この1年で取り組んだことや実施した
ことを色々な方法で報告し、最後はスライドショーで令和2年度を振り返りました。

新型コロナの影響で様々な制約がありましたが、こういう時だからこそ出来たこともたく
さんあった一年でした。

2月、「節分イベント」を開催しました。

今年は密を避けるため、前半と後半にチームを分けて、ご利用者の皆さんと一緒に作った
鬼のお面を空き缶に貼って、ボールを投げたり転がしたりして鬼退治しました。

あちこちで笑い声や叫び声が飛び交うなか、最後は鬼役になった職員に新聞紙を丸めた
ボールを当てて、無事に今年も鬼を追い払うことができました。

箕面市立障害者福祉
センターささゆり園

地域生活総合
支援センター

２月、グループホームで避難訓練を実施しました。

今回の出火想定場所はキッチンです。ご利用者の皆さんは口元をタオルで覆いながら、
速やかに避難することが出来ました。避難完了後は、消火訓練も実施しました。

火事などの災害を防ぐことが第一ですが、もしもの時に、大事な「命」を守れるよう
こういった訓練の繰り返しが大切です。



【2019年11月開催のライブ】

2019年11月、「箕面市立あかつき園・ワークセンターささゆり」に、全国の施設などで
ライブを開催している書道家・シンガーソングライターである友近890（ともちかやっくん）
が来られ、歌＆書道パフォーマンスのライブを行ってくれました。

友近890、再び。今度はオンラインで

1月29日、新型コロナウイルスが流行、大阪府
に緊急事態宣言が出されていたことから、今回は
YouTube生配信によるライブ開催となりました。

施設でもなるべく密を避けるため、ご利用者の
皆さんが普段過ごしている部屋に、それぞれタブ
レットやパソコンを持ち込んで観覧を行うことに
しました。

当施設での「オンラインコンサート」は初めて
の試みでしたので、ご利用者の皆さんもコンサート
がスタートするまで「どんなコンサートが始まる
のかな？」とソワソワされていました…

「あかつき福祉会のみんな、こんにちはー！」

約1年ぶりの、友近890オンラインコンサートが
ついにスタートしました！



最初は、慣れない感じで表情が硬い方も多くいらっしゃ
いましたが、コンサートが進むにつれて、次第に笑顔の方
が増えていきました。

40分ほど曲を歌っていただきましたが、その迫力は
画面越しでも伝わりました。

初めての試みで、途中、通信にトラブルがあったりも
しましたが、何とか最後までオンラインコンサートを開催
することが出来ました。

ワーク棟1階作業室

「こんにちはー！」

箕面市立あかつき園・
ワークセンターささゆり

ワーク棟2階作業室

あかつき園棟作業室

サイン入りポストカードは誰の手に？

今回は、たった1人だけに贈られる友近890のサイン
入りポストカードの抽選会も行いました。

抽選会になると、皆さんドキドキ…ソワソワ…

「おめでとうございまーす」

新型コロナウイルスの影響で思うように外出ができ
ないなか、とても楽しい時間でした。友近890、今回
も楽しいコンサートをありがとうございました。

友近890のポストカードは
私がいただきました！

新入職員のご紹介

令和3年4月1日より入職しました二石(ふたついし)です。
箕面市立あかつき園・ワークセンターささゆりで勤務します。

鹿児島県出身で、大学入学と同時に大阪へ来ました。大学では
「軽度障害」について勉強していて、小さい頃から福祉に興味が
あり、あかつき福祉会に入職しました。

1日でも早く、ご利用者・ご家族の皆様に信頼していただける
支援者になれるよう頑張ります。よろしくお願いいたします。



祉

3月5日、ささゆり園で令和2年度「地域で生きる」
障害者問題市民講座を開催しました。

当日は「わかりやすく学ぶ成年後見制度」をテーマに、
一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター大阪府支
部の皆様に、ミニセミナーと寸劇で「任意後見制度」や
「法定後見制度」について、笑いも交えて、わかりやすく
ご説明いただきました。

参加者からは「寸劇は親しみやすく、難しいと思われる
成年後見制度の理解にすごくよかった」「手助けが必要な
時の為に、この制度を知っておくことは大切だと思った」
などの声が聞かれ、成年後見制度をより身近に感じていた
だけたのではないかと思います。

当福祉会では毎年、職員を対象とした人権啓発研修を
実施しています。今年度も、虐待防止にかかる事例検討
会を12月から1月にかけて実施しました。

今回も障害者虐待事例をケースに取り上げ、なぜ虐待
に至ったのか、どういう支援をするのが良かったのか等
を4～5名のグループで議論するという内容で行いました。

グループでの議論を通して、他職員の意見や考えにも
触れることで、改めて日頃の支援を振り返るきっかけに
なりました。

今後も人権啓発研修や日頃のコミュニケーションを
通じて、職員の人権意識の向上に努めていきます。

（寸劇の様子）

（研修の様子）

（ eラーニングの閲覧）

コロナ禍の影響で対面型の外部研修への参加が難しい
なか、1月より障害福祉サービスに特化したｅラーニング
を導入しました。

（ｅラーニングとは、主にインターネットを利用した学習方法
で、いつでもどこでも自分の都合に合わせて受講できると
いったメリットがあります）

今年はｅラーニングを使って、各職場のミーティング
時などに月1回の視聴を続けていくことにしています。

テーマ毎に短い時間でまとまっていますので、今後も
すきま時間を使って上手に活用していければと思います。



1月、当福祉会の法人本部(総務課)職員が防災士の資格取
得講座を受講しました。

講座では、自然災害の仕組み、事前の備え、発生時の
避難、発生後の復旧・復興などについて、まる2日間に
わたって学びました。

平常時には災害への意識はつい薄れがちになってしまい
ますが、いつ来てもおかしくないと心に留めて、できる
限りの対応ができるよう普段から意識して取り組んでいき
ます。

（テキスト）

2月、当福祉会は「トモニンマーク」を取得しました。

「トモニンマーク」とは、仕事と介護を両立しやすい
職場環境の取組への関心と認知度を高め、介護離職を防止
するための取組に向けた社会的気運を高めるため「仕事と
介護を両立できる職場環境の整備に取り組んでいる企業」
が使用できるシンボルマークになります。

当福祉会の支援現場を支える職員のなかには、家庭での
介護と両立しながら働いている職員もいます。こういった
職員が、今後も長く働きご利用者支援の現場を支え続けて
いってもらえるよう、可能な限り仕事と介護の両立支援を
図っていきたいと思います。

（トモニンマーク）

試験にも無事合格しました→

3月、「健康経営優良法人2021(大規模法人部門)」の
認定をいただきました。

「健康経営優良法人」とは、経済産業省が健康経営
に積極的に取り組む法人を「見える化」するため設けた
制度のもと、申請→審査を経て「日本健康会議」に認定
を受けた法人となります。

【認定期間】令和3年3月4日～令和4年3月31日

職員の健康管理等にも積極的に取り組みながら、今後
も健康経営を推進していきます。

（認定証）

こちらのロゴマークを1年間使用します→

の 取 り 組 み



【社会福祉法人あかつき福祉会について】

●昭和53年(1978)年に設立。
●箕面市内において、箕面市立あかつき園・ワークセンターささゆり、箕面市立障害者福祉センター
ささゆり園の運営のほか、グループホーム（９ヵ所）・居宅介護・相談支援などの各種「障害福祉
サービス」事業を実施しています。

※新型コロナウイルスの感染状況等により、中止・延期・内容変更することがあります。

社会福祉法人あかつき福祉会

５月 監事監査
６月 定例理事会、定例評議員会
８月 納涼祭
３月 定例理事会

■箕面市立あかつき園・ワークセンター
ささゆり

４月 入所式
５月 春のイベント（所外活動等）

健康診断
６月 春のイベント（所外活動等）

健康診断
給食試食会・チーム別懇談会

７月 春のイベント（所外活動等）
健康診断、夏のスペシャルランチ
個人懇談（ご利用者・ご家族）

８月 個人懇談（ご利用者・ご家族）
９月 個人懇談（ご利用者・ご家族）

秋のイベント（所外活動等）
１０月 秋のイベント（所外活動等）

歯科検診
１１月 秋のイベント（所外活動等）

歯科検診
１２月 冬のスペシャルランチ
１月 個人懇談（ご利用者・ご家族）
２月 個人懇談（ご利用者・ご家族）

チーム別懇談会（ご家族）

■地域生活総合支援センター
（第2つながりの家・第11つながりの家）

４月 休日体験利用
グループホーム別外出

８月 休日体験利用
グループホーム別外出

９月 休日体験利用
グループホーム別外出

１１月 休日体験利用
グループホーム別外出

２月 休日体験利用
グループホーム別外出

■箕面市立障害者福祉センター
ささゆり園

４月 入所式、花見
５月 万博散策、家族交流会

個人懇談（ご利用者・ご家族）
６月 歯科検診
７月 プール、家族交流会

パフォーマンス給食
個人懇談（ご利用者・ご家族）

８月 プール、流し〇△会
個人懇談（ご利用者・ご家族）

９月 園外活動
１０月 園外活動
１１月 園外活動、家族交流会、健康診断
１２月 もちつき会＆忘年会、クリスマス会

健康診断、パフォーマンス給食
１月 初詣

個人懇談（ご利用者・ご家族）
２月 節分

個人懇談（ご利用者・ご家族）
３月 障害者問題市民講座

年度末報告会、家族交流会

■わんすてっぷ

５月 春の所外活動
６月 春の所外活動
７月 そうめん流し
８月 かき氷祭
１０月 歯科健診、健康診断
１１月 歯科健診、健康診断

秋の所外活動
１２月 健康診断、秋の所外活動

クリスマス茶話会
２月 節分茶話会

（期間）

令和3年4月1日～令和4年3月31日

（年間予算総額）

698,023千円


