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復泉会カレンダ‑2 0 2 2年睦月の格言には､

法人の理念一復泉会の機能するところは 地域社会
の機能するところであるへと書かれております｡
この意味するところは,私たちは当たり前に地域
庁ミ

社会に共存し､様々な人との関りの中に存在し､

生活する権利を有しているということであります｡
さらに"‑隅を照らすもの之即ち国宝也''と綴
っております｡この言葉は, 1200年ほど前に比叡
山延暦寺を開いた,伝教大師 最澄が,山家学生式

の中にこのように書いております｡ ｢径寸十枚之
国宝に非ず｣お金が必ずしも宝ではない用｡ ｢｣
隅を照らすもの之即ち国宝也｣ ‑人‑人の存在が
大切用｡ ｢国宝とは何者ぞ､宝とは道心也｣茶道･
書道･自然に親しむ心道･共に歩む道･･･ ｢道心の

ある人を名付けて国宝となす｣求道心,前向きに
立ち向かう人 と勝手に解釈しておりますが,私の
座右の銘でもあります｡障害の有る仲間たちと触
れ合うことで感じる事のできた大切な言葉です｡
昨年12月,高校生のフイ‑ルドスタディ‑と

いうことで3枝の生徒が当法人を訪れ,社会福祉
fii¥

法人の取り組み等について話をさせて頂き,有意

義な時間を過ごすことができました｡感想文を頂
いた中から抜粋したものを聞いて下さい｡
｢用障害の有る人でも,その人に合った方法で

仕事を効率的にやれるように工夫して凄いなと思
った｣ ｢くるみの意味は､くるみを作っているか

らだと思っていたが,障害者だからといった差別
の苦しみのしを取って､くるみだと聞いてグッと
きました｣ ｢私は,あまり障害者と関わることが
ありませんでした用どう接したらいいかわからな

い,自分の想いを確実に相手に伝えることはでき
ないだろうし,相手がどう思っているかもわから
ないと思っているうちに避けていたような気がし
ます｡関わらなければ何も起こらない,何も悩ま
ないと思っていました･･･でもへ

それば自分の‑方

的な偏見だという事に気付きました･･･｣ ｢SDGsと

福祉をバラバラに考えるのではなく.二つを繋げ
て問題を解決するという視点に感銘を受けた･･･障
害者だけでなく地域の支えにもなっていることが
わかりました｣等々ですがへ

末尾に｢これからの

残りの高校生活を精｣杯真剣に取り組み将来に備
えたい｣ ｢今日の事を生かして生活していきたい｣

｢今回感じたことを多くの人に発信していきたい
と思う｣等ですがへ これら言葉はì百聞は‑見に
しかず'という様に,見学し話をさせて頂いたこ
とが,お互いに響き合いへ そのことを感想として
頂くことができたのだと嬉しく思います｡この事
を皆さんと共有しなから､新年の̀̀はじめの‑歩''

を踏み出して行きたいと思います｡
皆様へ 本年もどうぞよろしくご指導ご鞭擬のほ
どお願い申し上げます｡
理事長

永

井

昭

(三重重り年末年始の行事(日帰り勝行! ･忘年会･新年会) 1月誕生日おめでとう
☆服部浩子さん
☆鈴木康志さん
☆伊藤律子さん
☆大柳豆俊亮さん

☆大村京大さん
☆村井健二きん
☆犬居陸自さん
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くるみだより編集委員会/ハイツ･ハイツⅡ･ハウスグノスマス会

6 佇 浜松SDGsプラットフォ葛ムシンポジウム/八幡中学校実習〈了日まで〉
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くるみ忘年会
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14

臆臆之9

相談支援従事者現任研修/あゆみ自治会/12月生まれ誕生会(GH)
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第2･くるみの木忘年会/共同作業所日帰り旅有
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歯科検診説明会
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縮約企画製造研修

全体職員研修/忘年会(ワ葛ク)

19

中長期プロジェクト/相談支援従事者現任研修/カルミア回収
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インクル‑ジョン研究会
慰労会(KuRuMix)

R

30 冦

施設長主任者会

31 仞

くる訓電うちゅ罰窪V潟雄諒披フイ‑ルドスタディ働雑損会

復泉会のパンフレットが新しくなりました
復泉会(くるみ)の案内パンフレットが. (るみを

ささえる会.豪族部会のご支援もいただき新し(な
りました｡その名前は｢EOO (エコ‑) ｣くるみを取

り巻く地域の皆さま･仲間･職員の声を届けるパンフ
:.門⁝は(帆,

レットとなっておi)ます｡

このパンフレットを見れiま復泉会(くるみ)での
仲間や職員の様子､そして地域での取り組みが分かつ
ます｡

くるみをささえる会･家族部会へそしてパンフレッ
トに出演して頂いた方々､ありがとうございました｡

SDGs未来都市･浜松シンポジウム

施設外就労送迎用軍師セレナの寄贈

浜松市SDGs推進プラットフォ‑ム主催のシンポジ

くるみ共同作業

ウムにて､ KuRuMi Xの乙幡主任が､ KuRuMi X所へ公益財団法人

と平出華南唐様との｢浜松産レモン活用の取り組みにつJ K Aさんよiフォー
いて』の事例発表を行いました｡

トレス補助事業とし､

この取り組みiま浜松産の規格外レモンを活用し､各々車輌が寄贈されまし
の得意な点を活かし､課題を補って生まれたパ葛トナ‑シた｡ありがとうござ
ツプです｡

います｡

5 0型の大型テレビ寄贈
くるみ作業所へ
ダニザワフ‑ズ｢あ

ゆみの箱｣さんより
5 0型の大型テレビ
をいただきました｡

あiつがとうございま

f臆 亭主 劔

第11回全国知的障害者
X蜜ｺ8ｵｩ
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明けましておめでとうございます｡

識致しました｡そうし

昨年もコロナウイルス感染防止のため､行事の開催

見合わせたりと影響
を受けた‑年ではあり

ましたがへ後半は少し
ずつ状況が落ち着きを
見せ始めたため､地域

たいと思います｡
またへ陸がいのある

交流パ‑ティーでは式

典のあとにザッツの漬
奏や若手職員によるクイズなど,楽しい催しを加えるこ
とができ､人とのつながりを感じながら‑年の締めくく

りが出来たのではないかと思います｡新年を迎えへ新
型コロナウイルスが猛威を振るい始めていますが､状
況判断をしっかりと行うことを前提に､くるみの仲間た
ちが楽しみにしてくれている行事を行っていければと
考えています｡

｢つながり｣動画を見せていただいて､改めてくるみ
が多くの方々に支えられて運営ができていることを認

第45回地域交流パ‑ティ‑
今年も､地域の皆様から多くの｢つなが｢力

た日頃の恩に少しで
も報いるためにも､気
持ちを新たに日々の
業務に精進していき

仲間たちが地域の中で安心して生活ができるように､
陸がい者を取り巻く環境のさらなる整備にも取り組ん
でいく所存です｡

陸がいのある方々が安心して暮らせる世の中が
誰にとっても暮らしやすい世の中だと思います｡福祉
も日々変化しています｡目覚ましく発展している科学
技術のように､福祉も良い方向へ発展していけるよう
に声を上げていきたいと思います｡
今後ともご支援ご鞭軽のほど宜しくお願い致します｡
第45回地域交流パ‑ティ‑実行委員長

総合施設長

つ･な･が･り

大島敏活

動画

を頂き､こんな時でも､地域の方々に

パ‑ティ‑へのご脇力をいただいた方々触回への出演頂いた方々)ありがとうございました｡

第45回地域交流パ‑ティ‑

表彰者‑覧

順不同.弧略

<永年40年勤続表彰者･特別表彰>

<永年3〇年勤続表彰者>

<永年2〇年勤続表彰者･特別表彰>

i筆画(鰍を高める姿は立派

<永年1〇年勤続表彰者･特別表彰>

覇
第45回地域交流パ‑ティ‑の様子

一新年4fl/tまLてtìめてとうここざl¥まう‑
新年明けましておめでとうございます｡

新型コロナウイルスが少しずつ落ち着いて,イベン
ト開催や人々の往来も増えてきましたが.年末にオミ

‑パート+‑>̀./了で白板を審成Lふうへ
新年あけましておめでとうございます｡
本年も宜しくお願い致します｡
昨年も, ｢未来都市は
ままつS鵬sシンポジウム｣

尽きない中､新年を迎えました｡今年は,昨年より明 ｢東京オリンピック聖火
るい年となることを切に願います｡
リレ‑ト‑チ『1万人の
さて,陸がい福祉を取り巻く環境は,日々変化してお 笑顔のリレ‑』プロジェ
り,特に生活の場(グル葛プホ‑ム等)については.平 クト｣ ｢CSRシンポジウム｣
成30年度に日中サ‑ビス支援型グル‑プホ葛ムが創設さ

｢sD6sの講演会･セミナ

【初話の様子】

れるとともに,令和3年度報酬改定において重度障害者 ‑｣ ｢常葉大学公開講座｣ ｢未来授業｣ ｢高校生のフ
支援加算の拡充等が行われ,サ‑ビスの充実が図られま イ‑ルドスタディ｣ ｢つながり動画プロジェクト｣等
した｡ ‑方,グル葛プホ‑ムの質については様々な事 のイベントを通し,またお取引をして頂いている壇域

業主体が参入している状況から,質の確保と同上が必要 や企業の皆様と｢であい｣そして, ｢ふれあう｣こと
であるとの声も聞きます｡このことは,利用者さんの障 ができ, ｢つながり｣の大切さを改めて実感すること
かい特性や陸がい程度を踏まえた支援が適切に提供され が出来た1年でした｡ (‑部,オンラインでの参加も
なければならないことを意味していると思います｡その ありますが･･･｡ ) 2022年は､この｢であい｣を大切に､
ような状況も踏まえて厚生労働省では,グル‑プホ‑ム より‑歩, ｢きづ(ず)く(気付き,そして築く｣こ
に対するニ‑ズの多様化から新たなグル‑プホ‑ム体系 とのできる1年としていきたいと思います｡
2021年12月24日内閣府より､ ｢SDGsアクションプラ
を検討しているようです｡仮に新たなグル‑プホ‑ム体
ン2022｣が発表されました｡本年の大きなテ‑マは｢
ル‑プホ‑ムであり続けることを願うばかりです｡
全ての人が生きがいを感じられる,新しい社会へ｣と

また､岸田政権は,目玉政策の1つとして｢介護職等 いうテ‑マです｡コロナウイルス感染予防対策も掲げ
の処遇改善｣を掲げています｡令和4年2月から月9, 000 られていますが, Socity5.0への技術革新,そしてカ
円程度の処遇改善を行う方向で調整を図っているとの ‑ボン二ュ‑トラルへの取り組み等々,新たな社会へ
の取り組みを計画しています｡その中でも,陸がいが
あっても働く計画づくり(工賃向上計画)が掲載され
ております｡世の中の情勢が変化しつつある時だから
こそ,地域の皆様とパ‑トナ‑シップを組み､お互い
のメリットに支えられながら確実な｢‑歩｣を踏み出
っております｡
今年度も何かと忙しい年となりそうですが,日々の積 していける1年としていきたいと思います｡
み重ねを大切しなから過ごしてまいりたいと思います｡
本年も仲間と共に｢働く｣意味を考え続けていきた
く思います｡何卒よろしくお願いいたします｡
本年もどうぞよろしくお願いいたします｡

ことです｡このことが実現すれば職員の処遇改善につ
なげることができます｡それでも全産業平均給与にま
だまだ届かないところがもどかしいですが､
はなく継続される方針のようなので,期待音

くるみ共同作業所 峰野和仁

事務局長 中野卓也

一地域を創II畜てる相談支援一
今年も,コロナとともに･ ･ ･の年明けとなりま
した｡

毎年たくさんの年賀状が届きます｡年賀状で込め
られているメッセ‑ジはへ

実にシンプルに､お互い

の健康と幸せを心から願っていることを伝えあうも
のです｡人が人を思い･願う姿はみんな同じなので
すね｡

‑あ/tまLて蜜̀めてこうございますへ
本年も宜しくお願い申し上げます
さて,ゲル‑プホ‑ムの新年はというと.滴らかな
を迎え･･･とはいかず,年明け早々,ホ‑スが破損し

が噴水のごとく吹き出したりへ 新たな場所で生活す
仲間の引っ越しなど

̀"生活の揚''ならではの醍醐

ある2022年幕開けでした｡

そんな中､仲間に｢黒豆

相談くるみのスロ‑ガンは, 【認め合い･支え合

曇し諾裳],c霊o譜3努結露誓謙紫
ために､ 【今こんなことがあったら(できたら)い
いなあ】という種をまき, ‑緒にアイデアを出し合

仲間は知らないと答えま
したが, 1人の男性利用者

える輪をあちらこちらに繋げながら,共に支え合い
･共に育ち合えるようになったらいいなあ章

という

思いで生まれたスロ‑ガンです｡
地域に暮らす〇人の人として,日頃のお付き合い
に感謝しながら,皆さんといっしょに地域を創り育
てる相談支援を､職員‑丸となって広げていきます｡
本年も､どうぞよろしくお願い申し上げます｡

相談支援事業所くるみ 瀧本 淳子

請書腎驚喜醒

言い方･内容に感動して, ‑気に心が豊かになりま
した｡それと同時に仲間にとって̀働ぐ'ということ
iこんなにも染みついているんだなと両｡

今年も楽しいことだけではなく大変なこともある

､もしれません｡しかし,そんな大変な事も利用者
5名･職員21名のチ‑ムで,幸いことも笑いに変え
支えあったり,泣きあったりしながら心通っ

‑みんなが新たな出会い̀=つな/t

新年明けましておめでとうございます｡
KuRuMixは9年目になります｡今年は笑顔と温かい
気詩ちで, 26名の仲間と共に‑歩｣歩前に進んでい
こうと思います｡
昨年は,新たな販売方
法としてオンラインスト
ア(BASE)の開設や､イ

ンスタグラムでの情報発
信に取り組みました｡オ
ンラインストアの販売を
通じて,新たな出会いも

2022年がスタ‑トしました｡

‑年が過ぎるのは本当に早いものです｡昨年も色

々なことが走馬灯のように過ぎていきました｡作業
所という働く生活の場は様々な場面に向き合うこと
があります｡働く事､生活の事.人間関係の事,家族
の事､関心や希望について､悩んでいる事や相談､
色々な事も含めて､その場面と向き合った先には､
より豊かな生活があります｡単純に｢働く｣だけで
はなく,みんなの｢想い｣があります｡解消や解決
に至らないことも多々あE=̲‑‑

【慰労会の様子】

りますが,そんな時は話

と繋がることが出来たのです｡
私は､ KuRuMixのジュースは仲間･職員1人1人と

′一

･‑乙0ZZ年を迎えて･‑

てくわまL定へ

をします｡話を聞(聴)
きます｡話し合います｡
見立てや手立てを考えま
す｡想像します｡創造し
ます｡つなぎます｡ ‑歩
でも,少しでも,いつま

お客様に美味しいねと感じていただき,求められ

でもへ 豊かにへ より豊か

存在になれたことが誇らしく､みんな(仲間･職員)

に用｡

ています｡ 1人1人の存在に感謝です｡

ている皆様へ,昨年も温

本年もよろしくお願い致します

かい気持ちに触れ合うそ

がつなげてくれた新しい出会いをとても嬉しく感

KuRuMix

伊東

加織

隠年会一億顕してゲストと蘭

いつも支えていただい

の瞬間,ありがとうござ
いました｡ネットワ‑ク

L,b年会‑英男llはまはel/VJヒノコ穴芸,

(コミュニティ)を大切に今年も活動をしていきます｡

:∴… 二手∴)

ワ‑クショップくるみ

袴田みや

ー逆境の箆さまにささえられラ4車台へ

へ

新年あけましておめでとうございます｡
昨年掲げました｢継続は力なり｣ですが,開所
‑トライする一年へへ
当初から34年目になるリサイクル事業では,新た
な方々や団体の方との数々の出会いがあり,また
あけましておめでとうございます｡ 2022年がどん
下請作業では企業さんとの信頼関係が深まり多く
な‑年になるのか,仲間,職員‑同たくさんの期待 のお仕事をいただきました｡皆さまと共に私たち
をもってのスタ‑トです｡今年は,寅年｡ ｢新しい
が継続して取り組んできた事が広がり,そして深
ことにトライする｡ ｣でいきたいと思います｡
まり更なるつながりと
コロナ禍の中,なかなか出来なかった旅行や忘年
なりへ 仲間の働く生活
会を第2くるみ作業所･くるみの木で､縮小して昨 を支えて下さっていま
年末に行いました｡日帰り旅行では,遊園地と温泉 すことに,感謝の気持
を,忘年会では､ホテルでのランチとダンスを堪能 ちでいっぱいです｡地

しました｡その時の仲間達のたくさんの笑顔｡仲間
域の皆さま関係企業の
【TVをいただきました】
達からたくさんのパワ‑をもらって私たちは進ん
皆さま.本当にありがとうございました.
いくことができる｡改めてそう思ったところです｡
さて今年は寅年です｡ ｢虎は千里往って千里選
｢新しいことにトライする｣この中に仲間の楽し
る｣とあり活力に満ちた行動力を発揮し,仲間が
み,希望.期待をたくさん盛り込んだ1年にしてい
安心して笑顔で働き続けられるくるみ作業所にし
きたいと思います｡どうぞ本年もよろしくお願いい ていきたいです｡
たします｡

第2くるみ作業所･くるみの木

本年も皆さまのご支援ご協力よろしくお願いい
飯屋

かおり

くるみ作業所

八木里美

ご協力ありがとうございました
【事業支援】敬称略･順不同
(リサイクル支援･寄付金･寄贈品他)
㈱コックス､天神蔵､矢崎総業､諏訪部缶友会､株式神田泰明､
女性団体健議会､秋山､ ㈲戸田工業(浜北〉､三信工業､
第9地区民生委員の皆様､財団法人静岡県労働者福祉基金俊会､
服部力､生活費･グル葛プホ‑ム隣人､小澤数良､小祝隆三､

三菱ゴム､伊熊秀高､佐々木昭給､兼子春樹､前島安子､
武井康子､河合聡子､掠守〇､平野千麗子､小室かず子､
FDCチロル､橋松都子､西遠女子学園､ニ橋､鈴轟建築､
山口仲次､岡本恵､清水信明､長谷川智三､飯尾しげ美､
長谷川真弓､宮本阿沙子､中弘行､川島(三方原)､野江恵以子､

藤巻光子､吉野幸子､佐々木､清水勲､青木､鈴木光子､

松下博､松本理恵､水嶋賢治､中田久江､山本せつ子､
伊藤すみ､北嶋清､藤田博三､女性団体連絡会､河野とも子､
佐藤智(ラビット急行,､山下はるみ､宮地小三郎､山下､

松下愛子､遠州みみの里､ゆすり葉､浅田北町ことも会､
ウイス規塚､ミルキ葛ハウス､遠鉄東営業所､長野小学校､
マ‑メイド､フアミリ‑マ‑ト西神田店､中村増世､菊池しのぶ､

伊熊､浜名潤灘延､内田敬子､四季の郷､鈴木､東京理科大学､
日本財団､三幸町自治会､丁o丁〇､ホンダ開発株式会社､
大和モ‑タ葛ス､三方原幼椎園､白鳩美容院､神久昌令和訓､

飯屋いづみ(あやめの会)､ふれあい作業所､白蟻公民館､
明社惚浜松支部､内野台自治会､住吉カルミアの会､小倉､
雇用i佐市､西塚五月の会(大隅さかえ)､西塚町女性の会､
上島常雄､西木クリ葛ニング､寺田みな子､長内正憲､

セブンイレブン白羽店､原田康子､長久寺､柴田忠夫､
ノリエ夕､大柳豆はま子､菊池幸雄､壇秀行､牧野運送､
佐藤石弘､伊熊仁､遠江学園､高木光子､ ㈱叶屋､
エスコ‑ト南浅田店､川部､室田南中学校､鈴木アイ､
田中裕美､秒東範子､山下豊子､杉本とくゑ､大木喬､

浜松母子寡婦福祉会､可美公民館､鹿野正子グル‑プ､
同宿ことも会､遠鉄三万原営業所､フアミリ葛マ葛ト小池店､

石原保､鈴木紀代､山岡建設､ナイス事務所､竹林新次､
松下幸雄､斉藤酒店へ上瀬小島子とも会へ石岡へ佐藤冨三食帆
ヒルズ節子､ NKX URBAN野口､ N膿E URBAN入野参番館､

ナイス事務所､白楽ハイム初生､ NicEア‑パン天王､
高山ちえ子､ヘア‑サロンみつや､ナイスサンレイユ浜松入野､
ナイスア‑バン秋葉坂､藤原教代､特賀おおしま､泉澤建築､
山下曹司､水野隆夫､磯部幸子､影山義治､平野守‑､

小橋槙子､小山美保子､平尾幸子､小島佐千子､鈴木幸江､
高橋郁夫･洋子､横山よし､木村厚子､菊池由季子､
伊藤喜代治､ティサ‑ビスさわやか､池谷えみ子､犬居克之､
内藤照子､ハニ‑美容室､トレ‑ティング楢川､岡崎孝子､
高橋静子､金原きくゑ､村越牧子､鈴木静子､第2くるみ隣人､
あかい実ティサ葛ビスセンタ葛､鴨江東町､住吉和合民生重責､

宮下工務店､遠州鉄道雄踏営業所､遠州鉄道舘山寺営業所､
岡本清二､第2くるみ家族､遠州鉄道営業所､クリエ葛ト浜松､

佐藤伸太郎､飯田紀世子､浜松演劇鑑賞会､松下千代子､
藤野みや子グル‑プ､硬藤末吉､古田美根子､大石千恵子､
中道順子､松本国男､森島鉄筋工業､田中訓規グル‑プ､
山口きくゑ､ティアレストいなんば､木下英雄､袴田修､
高橋重典･要子､高林和世､鈴木美恵子､大久保勲､藤浪てる子､

松田グル‑ス高橋仁美､青島正司､山本やよい､片田聖子､
グル‑プマサコ､渡辺美容室､船越孝彦､長谷川珠江､
㈱はまちゅう､山下節子と白頭の友､ステップイトウ､
大石書道､ナイスア‑バン城北ヒルズ､浅田晃司､沖田化成､

復泉会へのご相談.苦情.ボランティア.求職は...
fukuseh@fu kusehkai.o｢gまで
この用紙が不要になれば｢雑がみ｣としてリサイクルできま克
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