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えくらん･ ･ ･ ･コロナに員I十ない〃･ ･ ･･

8月に利用者さんと-緒に案山子とメッセ-ジパネルを作りまし

た｡案山子に着せたTシャツは利用者さんが自由に思い思いに絵を描

いてくれました｡普段はなかなか塗り絵ができなかった利用者さん

が,生き生きと好きな色でまさに自由に取り組まれていました｡どの

案山子も個性豊かに完成しました｡

メッセ-ジパネルは､新型コロナウイルスに対する利用者さんの力　_,

強い思いが込められています｡メッセ-ジパネルは､えくらん東側の

フェンスに設置しています｡まだまだ新型コロナウイルスの感染拡大

が懸念される中､皆さんに元気を与えることができたら嬉しいです｡

7ォーp`,. . . .柵社霜害巡Il請う-ムです. . . .

フォ-ワンは7名のご利用者が生活をしているグル-プホ-ムです｡

平日の日中は適所事業所で作業等を行い､夕方にフォトワンに戻りご自

分の個室でゆっくり過ごします｡週末にはそれぞれ自由に過ごします｡

ご自宅に帰省する方､近くのス-パ｣へ買い物に行く方へヘルパ-さん

とバスや電車で外出する方､テレビを観て過ごす方など､ご本人の希望

の過ごし方を尊重しています｡しかし,新型コロナウイルスの影響で自

由な外出が制限され､施設内で過ごすことが増えました｡最近は,生活

にメリハリをつけるためへ　感染対策を万全に行い,職員と-緒に少人数

で外出をしています｡今は神社･お寺巡りがブ-ムです｡人混みを避け

ることができへ境内散策は良い運動にもなります｡今後は御朱印集めを

しようと計画しています♪

ゆI1かl�粐��胖8.���,ﾉ��*友ｩJﾙ�ｩ|ﾒ�

ゆりかごでは,朝と帰りに自由遊びの時間があります｡今人気

のおもちゃは,ニュ-ブロックです｡限られた形と色を組み合わ

せて,新幹線へ　ロボットへアイスへベロベロキヤンティなどを自

分なりにイメ-ジして作って､おままごとや戦いごっこをしま

す｡まっすぐ並べたり組み立ててあるものをただ崩すだけでも楽

しい遊びです｡子ども達は､上手に見立て遊びを取り入れながら

お友達や職員と遊びます｡大人では及ばない発想力を披露してく

れることもあり､驚かされます｡



あ　< 11. . . .緬馬蹄作業の取[l組軸. . . .

あぐりでは､新たな施設外就労の場として､杏林堂薬局様での作業に参加して

います｡作業内容は,新型コロナウイルス陽性者のための自宅療養用支援物資の

梱包作業です｡見本を確認し.同じ商品を同じ数量で段ボ-ルに

入れて梱包していきます｡療養されている方の1日でも早い快復

を願いながら作業に取り組んでいます｡

施設外就労以外にも,畑作業にも力を入れています｡あぐりの

畑の作物は全て無農薬で育てています｡焼き芋や干し芋へ犬用干

し芋は無添加にこだわっているので,安心してお召し上がりいた

だけます｡焼き芋へ犬用干し芋は11月から､干し芋は12月から

販売を開始する予定です｡詳細については､プログやインスタグ

ラムにてお知らせいたします｡是非チェックしてみて下さい♪

はまぞうプログ　　　　　　　インスタグラム

チェックしこね)

あそしえいろいろ　　　@hamamatsu_associe_official

*.*.�笋��｢�. *.*.*
管理者就任にあたって　　　　　　　　えくらん　管理善　夫緯要人

令和4年度より､えくらんの管理者に就任しました大場史人です｡

昨今では新型コロナウイルスが社会に大きな影響を及ぼし､ご利用者やご家族､職員など多くの方々が

我慢を強いられている状況ではないかと思います｡えくらんでも日々の感染対策に細心の注意を払いな

がら､諸活動等に取り組んでいます｡

このような状況においても､えくらんを通じてご利用者が｢楽しみ｣や｢できること｣を増やせるよう

な取り組みや, ｢自分らしさ｣が発揮できる場所となるよう取り組んで参ります｡ご家族には,えくらん

が｢安心･安全｣な場所となり､将来について-緒に考えていける事業所になれるよう努力して参ります｡

早いもので再来年には､えくらんが開所してから20年を迎えます｡これまでにたくさんの方々が支え

てきてくださいました｡これからもえくらんが30年40年と光り輝いていけるように､えくらんらしさ

を大切にしていきます｡今後とも皆様のご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます｡

*.*.�笋��｢�. *.*.*

節儒役員等の折知らせ　　　　　　　　　　　　　(順不同へ敬称略)

職名 倩�kﾂ�現職･所属 做�D9?｢�

理事 �(n�h����中澤事務所職員 凩��ID緝ﾈ�#Y?｢�

理事 ��X�ｨ讖�ﾂ�えくらん管理者 凩��ID緝ﾈ�#Y?｢�

評議員 ���,8ｴ傲ｲ�大歳神社権禰宜 凩��ID緝ﾈ�#Y?｢�

苦情解決第三者委員 評議員選任･解任委員 �ﾈﾋI��Oﾂ�浜松市根洗学園園長代行 凩��ID綛ﾈ�#�?｢�



7-ドドライつの取Ii組軸について　　法人本部　事務長　鹿野餐樹

本来食べられるにも関わらず捨てられてしまう食べ物のことを｢食品ロス｣と言います｡日本では,令

和2年度に約522万トンの食品ロスが発生したと推計されています｡国民1人当たりに換算するとへ　お

茶碗約1杯分(約113g)の食料が毎日捨てられている計算になります｡
-方で､日本では7人に1人の子どもが貧困であると言われていたり,世界では9人に1人が栄養不

足と言われています｡様々な事情により､十分な食事が取れない方々が増えています｡

このような状況の中,2015年の国連サミットにおいて, ｢特続可能な開発

目標(Sustainable Development Goals ; SDGs)｣が採択され､ 17のゴール

と169のタ-ゲット(具体的な目標)が示されました｡各国や地域において､

食品ロスや貧困問題へ　環境問題などに関する積極的な取り組みが始まって

います｡

フ-ドドライブは,家庭や企業で使われずに余っている食品を集め,フ
-ドバンク等を通じて､食料を必要としている方々に寄附する活動です｡

フ-ドドライブは､食品ロスの削減と生活困窮者等の支援に繋がり､ SDGs

との関わりが深い取り組みです｡

当法人の各事業所に回収ボックスを設置しています｡皆様のご理解ご協

力をお願いいたします｡

不良の干し芋の再溝鼠についこ　　　　　　　ゐくり　濃逸書

あそしえには｢業務改善提案制度｣があります｡業務改善提案制度は､業務改善案を提出し､取り組み

結果の評価によって賞与支給時に特別手当が加算されます｡私は､ ｢不良の干し芋の再活用｣について業

務改善提案を行いました｡

あぐりでは､さつま芋を育てて,焼き芋や干し芋に加工し販売しています｡その際に品質には問題あり

ませんが､形や硬さなどの理由により販売には至らず廃棄されてしまう不良品が出てしまいます｡

｢不良品を有効活用したい!もったいない!｣という思いから､活用方法を検討をした結果, ｢犬用の

干し芋｣への加工を試みました｡不良の干し芋をハサミを用いて小さくカットして加工します｡厳密な形

や大きさに決まりはないので､利用者さんも行いやすい作業です｡

商品をペットショップの-角をお借りして販売したとこ

ろ､売れ行きも良く予想していたよりも早く完売となりまし

た｡購入していただいた方やペットイベントからのお問い合

わせもいただいており､今年度も販売予定です｡

今回の取り組みによって､さつま芋を無駄なく活用し,食

品ロスの削減へ利用者さんの工賃アップ､新たにあそしえや

あぐりを知ってもらう機会に繋がったと思います｡また､業

務改善の取り組みの評価として-番良い評価をもらうこと

ができました! !今回の結果から,業務へのモチベ-ション

もさらに高まりました♪今後も,新しい取り組みにチャレン

ジしたり,これまでの業務を振り返ることでより良い業務を

遂行していきたいです｡



4 associe associe associe associe associe associe associe associe associe associe associe associe 4

令和事年唐決算報告(令和4年番日動日現在)

貸借対照表 勘定科目 仞�ｧ｢��x冷��

92,342 360,502 

(宴)固定資産 

452 塔CB�

31 34 �3����cb�

②固定負債 

65 鼎cr�

51 71 77 187 鼎�b�ツ����������

387 �3sr�

452,844 

~~~~頭重~科~百~~ 仞�ｧ｢��x冷��

194,051 165,729 

28 �3#"�

11,166 29,051 

△17,885 

9,537 8,103 

1 鼎3B�

予備費支出(10) ���

11,871 

64 �����

76 ��c"�

事業;言動収支状況 勘定科目 劍ｾ�ｧ｢��x冷��

193,844 174,275 

19,569 

(4) �#�r�3湯�

(5) 

△192 

待月 ���揺ﾇbビ�����ﾃ�3B���ﾃS�"�

待男 ��

特局 ��白�432 

20 塔���

164 塔���

185 田���

基本金取崩額(13) 剴��

9,176 

7 都コ�

187 �����

窃遵隆義機会.����饐�*p
みなさまのご善意により後援会を運営しております｡スポ葛ツデイやクリスマス会などの行事に

ボランティアとして参加､成人を祝う会やゆりかご卒園式には記念品の贈呈などを行っています｡
/　〇　〇　〇･〇　〇　〇　〇･-●-●-　~　-　~　-'~　~　--~　○　○-.　　/'~　~'~　~'~●~●~'~　~　~●-　~　-"-　~　~.-　~　~"〇　〇

十ぁそしえ｣二議諾宝活動`:上会#=支謹言､い1T=o富
:藷悪業驚也活動　　;:郵便振替諸o詰詰8講°2°°;嘉援会｣
ヽ｣臆○　○_○　○_○　○_○　○_--〇　〇　〇-○　○-_._._.○　○./'ヽ･_.○　○._.○　○.○　○._.○　○._._._._._._._._._._.

ご加入･ご継続者(令和4年3月一令和4年8月.順不同､敬称略) � 

大場晃-寺澤迫夫･和代越川秀司池谷直子青木喬(株)飯田組 �(株)トレ-ドトラスト 

(株)ワイズプラン美和勇｣郎 �8ｨ5(6ﾈ5嬰�zX駟k��ｷｸﾞ闇ｹ�竏ｩB�4�5唸7H8ﾈ6(4�5��

山口勝義猪原谷文新井淑恵 �(i�ｨﾖ9��i:�ｷﾈ��')68���(��:�*ｸ*h嫌8ﾉOﾈﾔｹ5inﾉ�9Tb�

竹内公-･三紀子中島千春 �8��x���隧)��8鉑Oh躡,8��液ﾂ�7ﾘ684儘斡���<H防齷:竟B茜B��

小田史子KONO工肥Co.(株) �>�68ﾊｲﾘｶynﾉ<I�ﾊX*(,8-ﾘﾘ)}�ｷi?�Wb�白尾悔 ��:�ﾍﾈ�~��

日内地孝夫盛岡茂子安間みち子花崎佳子木村満雄高橋和良中村真由美 劔�m越(ﾕﾘ���

高井享子匿名希望3名 �� ��



d5馨しえ後擬会　会長

露本曇江子

｢あ著しえ｣�*(*I��+SﾉOﾈ+X*(ｻ�*ｸ,h･ﾘ,ﾉ�0

みなさまこんにちは｡去る8月18日に開催されました理事会にて,あそしえ後援会会長に選任してい

ただきました露木里江子と申します｡山本長行前会長の思いを引き継ぎへ｢あそしえ｣の利用者のみなさ

まを応援させていただき､物心両面をお支えできますよう努力して参ります｡

長引くコロナ禍へ何度も押し寄せる新型コロナウイルス感染者数の増加の波によって､利用者､職員の

みなさまもへそのご家族のみなさまも大変なお気遣いあることと思います｡私自身へなかなか利用者さん

の様子を伺うこともできませんでしたが､感染者数の推移や万全の対策をとった上で､ぜひ様々な活動を

見学させていただき,そして参加させていただきたいと願っております｡みなさまにお目にかかれること

を楽しみにしております｡

私の実家であります京丸園株式会社では｢あそしえ｣と書かれた車をずいぶん以前から見かけておりま

した｡浜松市は､陸がい者の社会参加などの効用を,農業経営の改善や農業の多様な担い手の育成などに

活かしていくため『ユニバ-サル農業』に取り組んでいます｡国の政策としては『農福連携』という名称

であり,農業と福祉の相乗効果が目的です｡ ｢あそしえ｣は､いろいろな形で農業や地域と関わっていく

ことと思います｡それによってへ農業現場が変わる､地域が変わる,それが『ユニバ｣サル農業』だと思

っています｡

｢あそしえ｣は地元の社会福祉法人として,互いに認め合い､支え合う社会の実現に向けて実践されて

います｡ ｢あそしえ｣の利用者のみなさまが生活しやすい地域であることは､子どもも高齢者も暮らしや

すい地域であるはずです｡地域に根ざしてきた活動に敬意を表したいと思い,これからも応援させていた

だきたいと思っております｡

｢あそしえ｣とは, ｢仲間になる｣ ｢手をつなぎあう｣を意味するフランス語だと伺いました｡なんとも

優しく､美しい響きでしょうか｡あそしえ後援会は,個人会員78名へ法人会員14団体が加入しておりま

す｡あそしえ後援会として,辻村副会長をはじめ､役員及び会員のみなさまと共に､より多くの方々の

｢あそしえ｣を応援する思いやりの心を受け､役立てていけるよう努力して参りますので､どうぞよろし

くお願いいたします｡

ゐ馨しえ後擢全役員歌選の禽知らせ(敬称略)

職名 倩�kﾂ�

会長 刋冦越(ﾕﾘ����iD2��

副会長 唔-)�ｩuI��緯ID2��

理事 ��X�ｨﾕrﾒ緯ID2��

監事 �ﾘﾘx�W��5ﾙD2��

監事 �ｩ�ﾈ�謦緯ID2��



合印軍事唐苦情等の受付･対応誰潟につい軍
令和3年度は､ 2件の苦情､ 37件の意見要望を頂きました｡今後も真撃に対応していきたいと思います｡

えくらん �*�*�.��フォ-ワン･とも �.H.�*�+"�

苦情件数 ���0 ���I 

意見要望件数 ��r�9 �"�9 

主な内容(公表可のみ)

苦情･意見･要望内容 倬h��ｦﾙDhｷ�-��陌��

玄米(30kg入)を購入したが､28kgしか入ってい ��hﾜｩ�兔ｨﾞﾈｼhﾎ8,佗i|ｨ+S3�ｶx/�ｦﾙDh+X,H*(.�*ｪB�

なかった｡ �+�,ﾈ鳧,ﾙ�hﾜｩ�兔ｨﾞﾈｼh/�(��ﾗ8*(-c(��mｨ,ﾈﾞﾈｼb�

後に計量していなかった｡申出者にはその旨をお 

伝えし､謝罪と不足分玄米2厄をお渡しした｡ 

干し芋の味や形状が昨年度と違うため確認してほ 俎y?ﾈ+X,H*(+ﾘ+�*(+ﾙZ�/��h+X*)Z�,hﾏ�ｫx/�+X+ﾚ��

しい｡ 俑�ﾎ8,ﾚH,�.�-x*ﾙV俯�,�8�8�*ｨ�,�*(.h*H,��,ﾂ�

カット方法や熟成期間等を工夫する｡ 

(グル-プホ-ムご利用者家族より) 冑員I?ｩvｩ?ｨ,ﾃ倬�*�.s�H鳧-ﾈ,X齷��,坪鳧ｴ��+R�

母親が長期入院するため,日曜日のお昼ご飯はフ �,H*(+ﾘ*ｨ-c�(鳧-ﾈ,X,�7H4ぺ8�98,冦�.�(ｹ��/�,b�

オ-ワンで食べるようにしてほしい｡ �.�+�,h,�+X+ﾚ��

子どもが,ゆりかごに行きたくないと言ったため 兢ｸﾎﾈ�(,��ｨ+X*ﾙ�(/�[x*ﾘ,bﾈｨ�:�,ﾈ�����MH,儻2�

様子を見てほしい｡ 冓�/�鰄,�,H*(.�+�,h*ｩZｨ*�,�+ﾘ+ﾘ-ⅸｨ�:�,ﾈ.(.��

方を工夫し変更した｡その後は,行きたくないと言 

うことはなくなったと保護者に聞いた｡ 

ご協力ゐIl創�*H*ｸ*ｸ*(-ﾈ+X+ﾒ厭��ID�8ﾈ闔ｨﾘy��ID繹ﾈ粨�W9:�ﾆ蔭ﾉz｢��

ご寄 儿ﾘ*�+ｸ+X*hﾎ8�橙茜Bﾉ?���8�986X6�985�7�6(687ﾒﾘ6x�9nﾉ5�-ﾈ/�-ﾈ4ｨ7H4h4�5��

マックスバリュ浜松和田店マックスバリュ浜松立野店マックスバリュ浜松飯田店 

イオン浜松市野店イオン浜松西店(有)三備浅田屋(株)トレ-ドトラスト 

中村ほなみ松本知子美和勇-郎鈴木直人匿名希望1名 

アルミ 豫ｨ6�4ｨ8�8�;刋ｈｩB�ﾘﾘx�W��ﾈ堅�ｩ�ｩvx+�檍�ｨﾕﾙJｩ?ｨ橙茜B�4�5唸7H8ﾈ6(4�5��

(有)木元文昭小池富子宮本恵子中村真由美大場功(株)中川猛-級建築士事務所 

匡重罰命綱年度のアルミ缶の后//I,弗J.獅御月,,,幼砂でし/_-.こ協力あ//�5ｨ8�?�YBﾈ.h+R�ﾚ��

ご利用者家族からのご寄附･ご協力は割愛させていただいております｡地域の皆様にもご協力いただ 

いております｡いつもありがとうございます｡ 

〃　　●　　.〇　　〇　　一　　〇〇　　〇一　　-　　●-　.〇　　〇　〇　〇　　●　-　　○○I　　〇〇〇　."　.〇　一　.

あそしえ通信のメール配信を始めました
ご希望の方は､件名に｢法人誌のメ-ル配信希望｣と明記し､

本文に下記①へ④の必要事項をご記入のうえ､下記アドレス宛
にメ-ルをお送りください｡

①お名前　②ご住所　③霜話番号　④登録メ-ルアドレス

※ご記入いただいた情報は､法人誌のメ｣ル配信のみに使用し､目的外の

利用や許可なく第三者に提供することはありません｡
※お申込み受け付け後､登録完了メ-ルをお送りいたします｡お申込み後
2週間経っても届かない場合は､お手数ですが下記までご連絡ください｡

函info@associe○○｢g　蜜053-545-9754

インスタグラムを始めました
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