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＜―法人として事業開始三年目―＞
「移動支援」を中心とするサポートさくら草・ゆず等三事業所は、障がい児者の社会参加、緊急時
対応により介護家族の円滑な生活や、レスパイトのニーズに手堅く応えている。南区生活支援センタ
ーあみ～ごは、市民に認知され、知的・身体・精神三障害を越え、時代を反映した幅広い相談に行政
と連携して受けている。通所施設デイセンターさくら草は、
「生活介護単独事業所」となり、工賃の
矛盾も支援のたてわりも解消できる。定員を充足し、職員数を満たし、活動にも多少の余裕ができた。
当初予定した施設体系の動きがようやく始まった。足元が固まり、中身の充実や施設運営の体系作
りに力を注げるようになった。今年度は新たに暮らしの場「ケアホーム」作りに向け動き出したい。
さくら草が目指す、どんなに重い障がいを持っていても地域で暮らす、目標に今年度も取り組んで
いきたい。
（山本）

今年度はさいたま市立養護学校より２名、市内の施設よ
り１名の計３名の新しい仲間が入所致しました。
さいたま市内の小学校は、あいにく雨となり足元の悪い
中での入学式となりましたが、翌日のさくら草入所式はお
天気にも恵まれ、すばらしいスタートとなりました。
来賓各位・保護者、利用者大勢で迎えた入所式当日、正
装に身を固め入所式を迎えた３名は、式典の間終始硬い表
情で真剣にステージ前に座っていましたが、終わった後に
声をかけると「緊張した～」と笑みがこぼれていました。
これから共に歩む時間お互いに支え合いながら楽しい
思い出を作っていきましょう。
（近藤）
鈴木 健太
食べること、音楽、運動、
みんな大好きです。よろしく
お願いします。

藤枝

↑ 右から中原さん親子、藤枝さん親子、

明樹

鈴木さん親子、そして、山本施設長。

新利用者からの
中原

健晴

（＾－＾）はじめまして！明るい

これから一緒に仕事とか色々ご迷

・ ・ ・

惑をおかけするかもしれませんけ

樹と書いて、はるきと読みます。
よろしくおねがいします。

ど、よろしくお願いします。趣味は、
オセロ・将棋・野球・サッカーです。
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このコーナーは、デイセンターさくら草

4 月からさくら草の職員になりました、杉山博紀です。さく
ら草の暖かい雰囲気に包まれて、はやくも 1 ヶ月がたちました。

であった、日常の中のとある出来事を、常

さくら草に来てからは 1 日がとても短く感じられ、楽しく充

日頃みんなと接している職員に、紹介して
もらおうというコーナーです。

実した毎日を過ごしています。これからも皆さんと一緒に楽し

さくら草は３班構成となっているので、

く充実した日々を過ごしていけたらいいなと思います。

３部作でお伝えしていきたいと思います。

スリムな男性職員の中で一人だけ体型が違うので目立つと

今回は、、
、わかば班

思うので人一倍頑張りたいと思いますのでよろしくおねがい
します。

杉山

で～す。

博紀

とある日。某ドラマで味噌作りのエピソードがやっ
ていた。そんな次の日、ちょうどさくら草でも、毎年
好評の“味噌”の仕込みの日。煮た大豆をビニールに
入れ潰すという作業中の出来事。「おいしくな～れ！」
なんてドラマのセリフの真似をしながら楽しくやって
いると、作業の苦手なメンバーが手で潰している！し
かも何回も!! 「すご～い!! おぉ～！」なんて歓声
が響き渡る中、誇らしげに潰している姿は、みんなを
幸せにしてくれたその日のヒーローなのでした。
ヒーローって黙々とやっている姿で、みんなを幸せ

↑ 右から森戸かおりさん、

に楽しくできるのですね。

杉山博紀さん、大口毅さん。

（榎本）

4 月からさくら草の職員になった森戸かおりです。3 月
に大学を卒業し、社会人 1 年目です。一人暮らしも始

本年１月よりさくら草の職員になりました。

まり慣れないことばかりですが、さくら草の温かな雰

大口毅です。

囲気が大好きで毎日楽しく過ごしています。至らない

１９歳と１２歳の子供の父親ですが、福祉関係の

こともあるかと思いますが、何かお気づきのことがあ

仕事は初めてで、今年入所した３人や新職員２人と

りましたら、教えていただけると成長でき嬉しく思い

同じ「さくら草一年生」として、色々と勉強しなが

ます。これからもみなさんと充実した日々を過ごして

らも楽しんで仕事をして行きたいと思いますので、

いきたいと思っていますので、よろしくお願い致しま
す。

森戸

＜活動報告＞
１月

３月

（２０年

１月

１６日

成人式

２３日

内谷中学校交流会

２８日～

南浦和中学校５days

４日

１日～２０年

５名

３月

３名

監査

４月

健康診断―年２回

ヘアカット（理・美容）通院介助

音楽療法―月１回

アロマセラピー―月１回

静的弛緩誘導法訓練会参加―月１回

よろしくお願いします。

かおり
５月

毅

１１日）

８日

ＵＷＦバザー

１４日

年度末イベント

２７日

防災訓練

９日

体重測定―毎月

入所式
誕生会―各誕生月

みんなのアトリエ―月１回

陶芸―週１回

大口

趣味の日―月１回

グルメ外食―１人年２回

家族会―月２回

日本財団から助成頂きまし
た。命名『助さん号』です。
ありがとうございました。
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Uサポートさくら草は花盛りU
暖かな陽気に誘われて、サポートの庭はお花でいっぱい。
今回は利用者さんとみんなで育てた、きれいなお花を紹介しますね。

いちごが食べごろ？
お花を紹介と言いながら・・・花ではないですね。でもサ
ポートでは、食べられるものの人気が高いのです。
実りだすと、毎日がいちご狩り＆食べ放題。みんなで摘ん
で、おやつに食べます。

ジャガイモも芽を出す。収穫を目指して、毎日「大きく
なぁれ」と声援をおくります。芋ほり大会にはぜひご参
加を。

駐車場も花盛り。
食べ物だけではなく、お花もきれい。会澤幸恵さんのお母
さまが植えてくださいました。心がなごむお花畑になって
います。

きれいに咲くお花に優しさをもらい、美味しい野菜や果物に、パワーをも
らっています。サポートにきたら、ぜひお庭をのぞいてみてくださいね。

（4）
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南区障がい者生活支援センター

あみ～ご
♪相談室が新しくなりました♪
これまでのパーテーションの相談室を、心機一転☆
これまで以上にプライバシーを尊重するため、
またじっくりお話をうかがうため、改装で改良！いたしました。
お気軽にご相談くださいね☆

♪お花見開催♪
4 月２日、メンバーさんと白幡沼にお花見に行きました。
前日の強風にも負けず、天候にも恵まれ、さくらも満開！
さくらの木の下でお弁当をひろげると、自然とおしゃべりも
はずみます。時間を忘れるひとときでした☆

お花見という日本の文化、しみじみ良いものだなぁと
感じました。美しいさくらに、こころが洗われます。
来年からも継続していきたいと思います。

〒336-0022
さいたま市南区白幡 5-11-16
電話/FAX 048-866-5098
相談受付 10:00～17:30
（土日祝日はお休みです）
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「ゆずの交換日記」から……6

日ごとにたくましくなっている尾花大輝さん。
バスから鼻歌を歌いながら降りてくる日は、気
分の良い日。
すっかり顔なじみになったファミリーマートの店員
さんに「たいちゃん、お帰り！」と迎えられ、素早く
今日自分が食べたいお菓子を選び取り、レジへ行きま
す。ヘルパーから渡されたお金を店員さんに渡し、品物を受け取りおつりは財布の中に
入れます。
ゆずでは、天気の良い日、自転車乗りをして時間を過ごします。基本的にはヘルパー
に自転車を引っぱってもらっています。けれど、｢ハンドルは自分で持って。｣｢靴をち
ゃんと履いてペダルの上に乗せて。｣と話すとその通りにします。
最近は足に力を入れ少し前にこげるようになり、ハン
ドルも自分の思う方向に曲げたり、また自転車が倒れそ
うになると足を地面に着き支えるようになりました。
自転車に乗って遊ぶことで出来ることが増え、一人で
乗れるようになる日はいつかな、と楽しみになります。

ヘルパー山城より
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＊ 後援会解散に寄せて ＊
社会福祉法人さくら草後援会が、今総会にておいて解散となりました。
共に歩んできた者として感慨深いものがあります。
障がい者を抱える一親が無認可施設の運営そして認可施設創りを成し遂げてきました。さくら
草の歴史は、そのような保護者の方、はじめ多くの地域の方のご支援ご努力によって成し遂げら
れてきたものです。
後援会の解散にあたり、改めて、皆様に御礼申し上げます。
社会福祉法人さくら草は、どんなに重い障がいがあっても地域で暮らせる支援体制づくりを目
標に取り組んでいきます。暮らしの場となるケアホームづくり、将来的には新たな通所施設も計画
しなければなりません。
また、後期高齢者医療制度が自立支援法とよく似た経緯で施行されました。利用者主体で設
計された制度でしょうか。政治が行政が耳を傾けなければならないのは、当事者の声です。今後
も地域福祉の充実に声を上げていかなければなりません。そのために、皆さんと共に連携を保っ
ていく必要があります。
今後、協力者の皆様には、継続して広報誌や施設行事、諸制度の研修会など、お知らせをお
出ししたいと思います。
つきましては、この機会に名簿の扱いについてもご確認をさせていただきたいと思います。
当さくら草では、個人情報保護規定に従って取り扱いに留意しております。広報誌の送付を止
めてほしい、名簿から除いてほしい方など遠慮なくファックスやメール等でご連絡をお受けいたし
ます。また、併せてご意見等をお寄せいただければ幸いです。
さくら草は、皆様と今後も変わらぬ繋がりを大切にして、皆様と共に発展していきたいと考えてい
ます。どうぞ今後もよろしくお願いいたします。
社会福祉法人さくら草
本部長 山本 宏

～ＴＯＫＩ～

６月 １１日（水）
Café&Sweets

WITHONE

～ ２９日（日）
AM10:00～PM7:00

定休日：毎週火曜日／第２･４月曜日
お問い合わせ：社会福祉法人 さくら草まで

さくら草のみんなで作った、陶芸・あーと作品を
ぜひ見に来てくださいね（^-^）/~

みなさんのお力添え
で、さくら草だよりも、
ラッキーセブン！！
（Ｎ）
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社会福祉法人さくら草後援会解散のお知らせ
社会福祉法人さくら草設立に伴い発足、多くの方々の支えと応援に後押しされ活動をしてまいり
ました社会福祉法人さくら草後援会は、平成20年5月15日開催の総会を以って解散致しました。
これまでの皆様の温かいご支援に厚く御礼申し上げます。
皆様ご存知のようにさくら草への支援活動は約２５年前に「さくら草の会」という親の会に始ま
りました。無認可施設を開設し、労力奉仕による資金捻出を脈々と続け、施設の運営を支えてき
ました。しかしながら、親亡き後の不安と保護者の高齢化に伴う活動負担を少しでも軽減したい
と考え、法人化を目指す事となりました。平成13年の秋に地域の就学児の保護者と力を合わせ社
会福祉法人を設立する大きな運動として設立準備会が立ち上がり、4年半の活動を経て平成18年4
月に念願の認可施設を開設することが出来ました。ところが、時を前後して障害者自立支援法が
施行されたことに伴い、認可施設が極めて厳しい運営を強いられることとなり、私たちは資金援
助活動を止めることはできないとの認識に至りました。こうした状況の中、設立準備会を引き継
ぎさくら草後援会として活動を継続してまいりました。法人さくら草も大変な時期の船出でした
が、後援会の皆様のご支援により、平成18年度を無事に乗り切り、法人として真摯な運営努力が
行われた結果、開設2年目になんとか運営を軌道に乗せることが可能となりました。
私たちの後援会活動を主に担っているのは、四半世紀前から変わらずに親たちであります。障が
いのある我が子の介護の合間をぬって－普通の子の親ならばもっと他の形で人生を楽しんでいた
かもしれない－そうした時間を割いて活動を続けてまいりました。さらに年月を重ね、体に不調
を抱える者も決して少なくありません。
そうした中、法人施設の運営が軌道に乗ったとの報告を受け、「もう、そろそろ長年の肩の荷を
降ろしても良いのではなかろうか」という思いが私たちの頭をよぎりました。
周囲から私たちを支えてくださった多くの皆様には、甚だ勝手な言い分と映るかもしれません
が、「法人化して負担を減らそう」との目標を達成したものと前向きなご理解を承りますよう
願っております。
後援会活動は資金活動だけでなく、様々な学習活動や会員相互の親睦活動も有するところであり
ました。今後は法人に引継ぎ、法人が益々の運営努力と共に広報活動や障がい者の福祉向上に向
けた活動の呼びかけ等も担って頂ける旨のご報告と、併せて、後援会へのこれまでの皆様の温か
いご支援に今一度深く感謝申し上げ、社会福祉法人さくら草後援会解散のお知らせをさせて頂き
ます。
どうぞこれからも後援会に代わり法人さくら草を引き続きご支援くださいますようお願い申し上
げます。

社会福祉法人さくら草後援会
会長代行 副会長 天沼律子
同
副会長 上田桂子

