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最近ネットでも話題になっ
た商品をさくら草アレンジ
で作ってみました
写真では⼤きそうに⾒えま
すが⾷パンと⽐べると？？
？

あんくじ班で⾏っている陶芸制
作で新しく作った作品です 
パン型の陶器（パンスチーマー
）を⽔に浸して、パンと⼀緒に
トースターで焼きます
すると！！陶器についた⽔が蒸
発して、中はモチモチ、外はパ
リッと焼けるという優れものな
んです 



実際の⼤きさ



こち
ら



⼩さくて可愛い〜
１個 800円です

先⽣ご指導の下、他
にもいろいろ制作中
です。お楽しみに
広報誌の封⼊作業は

あんくじ班

根岸

デイセンターさくら草・アトムが担当しています
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どぎまぎ 

バレンタインデー





∼チョコレートが渡るまで・・∼













２０２０年のバレンタインデー、皆様はいかがお過
ごしでしたか？いぶきではバレンタイン活劇が繰り
広げられていました・・・＊
利⽤者のOさんがS職員に「チョコレートを渡した
いのに・・・」と憧れが邪魔をして渡せず。S職員
に「ちょうだいよ」と⾔われると⽬も合わせられず
逃げまどったり、男性M職員に「もうMさんでいい
よ、Mさんにあげるよ」と妥協をしたり(笑)
代わる代わる職員を従えS職員に幾度となくアタッ
ク(*ﾉωﾉ)・・照) お⼿紙を書いたり試⾏錯誤して
ようやく「あいよ」とぶっきらぼうながら何とか渡
せたOさんでした
  

令和元年度＊祝＊成⼈

2020年１⽉24⽇、デイセンター
いぶきのメンバーＹさんが成⼈式
を迎えました。今年も内々の⼩さ
な式でしたが、温かな雰囲気の中
でお祝いすることが出来たのでは
ないかなと思います。Ｙさんが学
校時代にお世話になった先⽣にも
お越し頂きました。Ｙさんにとっ
て思い出に残る⼀⽇になっていれ
ば嬉しいなぁと思います＊Ｙさん
おめでとう！素敵な⼤⼈に・・た
くさん笑っていきましょう**





ちょこ−っと..
いぶきのお庭報告。

昨秋から植えた“ニンニク”。なんとひ
たすら⾒守り..みんなの期待の視線だ
けでスクスク(?!)育ってます＊⼟の中
がとっても気になります・・気にな
るけど6⽉まではガマンガマン。
ドキドキ..わくドキ...

デイセンターいぶき(⻑渡・鈴⽊ょ)

＜さくら草・アトム・いぶき活動報告＞ （２０２０年2⽉１⽇∼２０２０年4⽉３0⽇）
2/17〜 県⼤⽣実習

3/31

3/11

４/１

2/19



⼀路会研修（さくら草全体）
ゆず、かりんへ拠点を移動

４/１

2019年度終了・次年度移⾏準備

2020年度開始・ゆかりの森開所
新利⽤者歓迎会（各班にて）

健康診断：年２回／通院介助、静的弛緩誘導法訓練会参加、陶芸、せっけん教室：適宜
誕⽣会：各誕⽣⽉／理容カット、体重測定、各班避難訓練、各班イベント、⾳楽療法、

アロマセラピー、給⾷会議、家族会：⽉１回／美容カット、安全委員会：隔⽉／各会議：⽉１回〜
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前回のクローバーハウスの記事の中で次回はスタッフの紹介をしますとお伝えして
いました通りスタッフの紹介と仕事の内容などを皆さまに紹介したいと思います。

どんなに忙しい
時も笑顔を絶や
さない とっても
優しい⼭本さん

テキパキとした
仕事ぶりで利⽤
者さん、スタッ
フからの信頼が
厚い⼤⼝さん

優しい笑顔で利⽤
者さんもスタッフ
も癒してくれる
⻄村さん

⼀緒にお話しし
ていると皆が笑
顔になる明るく
楽しい吉川さん

昨年12⽉から
クローバーで頑張
ってくれている
⼤⾕さん

為になるお話し
を⾊々教えてく
れる⾒聞が広い
宮川さん

誰とでも直ぐに
仲良くなれる明
るくて楽しい
荒巻さん

⼊職まだまだ1年
と少しの若輩者（
歳はとっています
が）⾼橋です

〜スタッフの仕事〜

ここでは簡単にスタッフの主な仕事を紹介します

利⽤者さんの気
持ちを⼤事にし
てくれる優しい
森⽥さん

以上の9名の
スタッフが
クローバーハ
ウスで暮らす
４名の利⽤者
さんの⽀援を
しています

・利⽤者さんの通所施設からのお迎えと通所施設へのお⾒送り
・⼊浴介助（⾐服の着脱、洗髪、洗体、⾒守り）
・⼣、朝⾷の調理と⽚付け、⾷事中の⾒守り
・健康観察（バイタルチェックなど）、服薬準備と⾒守り
・⾐服の洗濯、乾燥、収納
・施設内清掃

・トイレ誘導、介助

・就寝準備

・起床時の着替え介助と⾒守り

簡単に仕事の紹介をしましたがクローバーハウスでの最も⼤事なスタッフの仕事は利⽤者さん
とのコミュニケーション、楽しくお喋りです（スタッフも仕事のモチベーションが上がっちゃ
います）また年間⾏事の企画、準備、実⾏も⾏っています。

・誕⽣⽇会（各⽉） ・2⽉節分 ・3⽉ひなまつり ・11⽉ハロウィーン ・12⽉クリスマス
スタッフも利⽤者さ
んと⼀緒に楽しみ
ながら⾏っています

クローバーハウス（⾼橋）
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花とマスク
マスクは充分に⾜りていますか？感染症予防や花粉症対策にマスクが必要です。しかしまだまだ簡単に
は⼊⼿できない現在。サポートさくら草でもマスクは充分ではありません。現在は「不器⽤さんでも⼤丈
夫！縫わない簡単折り畳みマスク」を使⽤しています。今後のマスク不⾜対策のためにご紹介。

洋服購⼊時に⼊れてくれる袋状不織布（４５ｃｍ×３５ｃｍ）サイズのものを三つ折りに
します。
それを⽚側から三分の⼀の⻑さに折り畳みます。
適当な⻑さに切った輪状のゴムをかけます。
反対側も同じように折り畳みます。
そこにゴムをもう⼀本かけると、簡単マスクの出来上がりです。

もともと袋状の不織布三つ折りして、さらに左右から畳んでいるので１８層のマスクになり
ます。 衛⽣⽤品のガーゼや不織布は不⾜が続いていますが、⾐料品⽤やキッチン⽤品などの
違ったカテゴリーに⽬を向けると材料の⼊⼿が出来るかもしれません。
いろいろと不穏な世の中ですが、どんな社会になってもサポートの庭のお花は律義にきれい
に咲いてくれています。この広報が発⾏されるころには、多くの不⾜が解消され、願わくば不
安が払拭され、みんなが⽇常⽣活を穏やかに過ごせていますように。

サポートさくら草

佐々⽊
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ありがとう〜またいつか

東浦和の「サポートゆず」は、１５年
間が経っていました。利⽤者さんヘル

賑やかに過ごしてます

パー、職員共に増え、お散歩から帰っ
てきたときのゆずはまあにぎやかなこ
と、⾜の踏み場もないとはまさにこの
ことです。そんなゆずですが、なぜか
慣れてしまい、とってもにぎやかな中
でもみんな助け合いそして、事務作業
もこなしてしまう「⼒」がついてしま
いました。昨年の忘年会は、「ゆず」
の建物に感謝の意を込めて、ゆずでワ
イワイとやりました。よく持ちこたえ

こんな広かった？

てくれました。感謝です！

こんにちは〜よろしくね
こんなに広いね

また、よろしく！

そして、引っ越し
までの準備．．．
ここでも「⼈の⼒」を⾒せつけられました。午前
中８：３０から引っ越し業者がきて、職員はゆず
と新ゆずとに分かれ、午後、利⽤者が来るまでに
とにかく⽚付け⽚付けそして⽚付け。次の⽇の旧
ゆずの不⽤品の⽚付けも「引っ越しよりも⼤変で
した。⼥性⼀⼈しか来ていなかったので私たちも
⼿伝ったのです。」と職員も粗⼤ごみ運ぶ運ぶそ
して運ぶ。
影で必死になって動いてくれた職員。

そして、ゆずに⾜を踏み⼊れて「うわ〜っ！」と笑顔
になるヘルパーさん。アイデアを出して⼀緒に⽚づけてくれます。
すぐには⼊れない利⽤者さんいるんだろうなあ〜と⼼配していまし
たが、そんな⼼配をよそに、すぐに⾃分の居場所をみつけくつろい
でいるのです。個室に⼊ったり、事務所に顔を出したり探検したり
と、思い思いに過ごしています。
「⼈の⼒」ってすばらしい！。
「ひとの縁を⼤切に」まさに「ゆかり（縁）の森」で、これからも
愉快に楽しくやってゆきたいと思います。
（丸中）

〒 ３３６−００４２
さいたま市南区⼤⾕⼝ １５８4−１
TEL 0４８−８１３− ５２６１
FAX ０４８−８１３−５２６３

サポート

ゆず
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今年度も障害特性に配慮した根拠のある⽀援の充実に努める年度にします。厚労省が、
次年度報酬単価の⾒直しに伴い⺬している「⽣活介護事業ガイドライン」や当法⼈理事会
で制定した「倫理綱領・職員⾏動規範」の浸透による⽀援の質の向上に取り組みます。
また法⼈の⼀体的な運営に向けて前年度は⽉給制に、今年度は週40時間制に統⼀しまし
た。同じ就業規則のもとで職員の異動を積極的に⾏い⼈事交流による事業所間連携を深め
⼈材育成に努めていきます。併せてライフワークバランスの更なる充実に努め働き⽅改⾰
を進めていきます。
新たに知的障害の⽅を対象にした⽣活介護事業所「デイセンターかりん」を開設しまし
た。「サポートゆず」も⼊り、新たな建物の名称は「ゆかりの森」です。利⽤者には、新
たな環境に慣れ活き活きとした活動が⾏われるように取り組んでいきます。建てていただ
いた地主様に感謝申し上げます。
災害、新型肺炎等想定外の事が起きています。利⽤者の安⼼安全をまもり、事業を継続
していくための備えも課題です。今年度も法⼈の理念を実現していく年度にしていきます
。
以下は今年度の法⼈の重点課題です。
⦿ 重点課題
・⽀援の質の向上
・デイセンターかりんの事業の軌道化 ・防災対策の充実
・法⼈の統合的な運営強化・⼈材確保と育成

【元さくら草の会会⻑

菅野富⼦⽒逝去のお知らせ】

さくら草の会元会⻑菅野富⼦⽒が、病気療養中のところ3⽉11⽇に享年86歳にて永眠
されました。葬儀は、新型肺炎に配慮し「家族葬」で3⽉15・16⽇に営まれました。
菅野さんは、旧さくら草の会（重度⼼⾝障害者を持つ親の会）の会⻑として、さくら草の
礎をつくった創設者です。34年前、旧浦和市を動かし⼩規模作業所を開設しました。厳
しい運営を、⽶の販売、古紙回収、布⼱を縫って販売、バザーで物品販売、コンサートな
ど親の会を先導し⽀えてきました。必死に働き、障害福祉に献⾝的に⼈⽣を捧げてきまし
た。菅野さんは、花を愛し、演歌が好きな⽅でした。実直に誠⼼誠意働く⼈を評価する⽅
でした。
認可施設開設の折には運営を職員に委ね、家族会でも若い世代に⾃分たちが苦労したこ
とを⾔わないようにしようと潔く退きました。職員は、菅野さんをはじめさくら草の⺟親
たちの⼤きな愛情に多くを学びました。職員に引き継がれたさくら草は、今後さらに重い
障がいを持つ⽅々が安⼼して暮らせる施設を整え、誰もが住みやすい地域づくりに取り組
んでいきます。どうぞ安らかにお眠りください。合掌
新型コロナウイルスが落ち着いた折には、
編集後記
創設者菅野富⼦⽒を偲ぶ会を開催したいと考えております。
新年度が始まります。
その折には、皆々様のご列席をお願い致します。
⼭本宏
新しい事業所「かりん

✿さくら草だよりは晃新印刷さまのご厚意を頂き印刷しております✿


」も始動し、新しい利
⽤者さん、⽀援員も増
え、法⼈として⼀層に
ぎやかになるかと思い
ます。今後とも、皆様
の協⼒を宜しくお願い
致します。

