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明けましておめでとうございます｡旧年中は温

かくくるみを支えてくださり心より感謝申し上げ

ます｡

新年のスタ葛トに当たりへ　職員から受けた嬉し
〈　　い報告を紹介させて頂きます｡

熱海にあるリゾ-トホテルとして有名な星野リ

ゾート　リゾナーレ熱海さんで､ KuRuMixのみかん

ジュ-スが採用されました｡静岡県産のみかんを

紹介する｢ミカンフェス｣という11/1-30日まで

の期間限定イベントです｡ KuRuMixのジュースをお

客様に試飲して頂きながら,お好みの味わいの製

品や生果実をお買い上げ頂くという趣向です｡事

前にホテルスタッフの方々がたくさんのジュ-ス

を購入し試飲をされ､その中でKuRuMixの製品が採

用されたと伺いました｡みかんの品種の特徴がし

っかりと味わいになっていることが､お客様から

も大変好評を頂いていると,嬉しいお言葉を頂き

ました｡つくづく､ ｢製品が最高のセ-ルスマン｣

であることを実感しました｡清潔で衛生管理の

(､　行き届いた工場で､おいしい製品を生み出して
いる､工場スタッフの仲間と職員に感謝です｡

来年の同様のイベントでの採用もご検討頂ける

模様で､これからの製造シ-ズンに向けて益々

気合の入る出来事となりました｡
KuRuMixの仲間や職員が丹精を尽くして製造した

ジュ-スであり品質には自信があるとはいえ,み

かんジュ-スをしっかりと調べ,早生や青島とい

った四品種を飲み比べ､それぞれの特徴を知って

選んで下さったことに感動を覚えました｡報告を

受けて,担当した職員の仕事に対する誠実な姿勢
もリゾナ-レ熱海さんの評価につながったのでは

ないかと思いながら､気持ちよく新年を迎えるこ

とができました｡

今年も仲間たちが健康で､そして地域の中で安
心して生活が送れるように努めていく所存です｡

どうか変わらぬご支援を心よりお願い申し上げま

す｡

理事長　　大島敏活

(くるみ写真館)年末年始の行事(日帰り旅行! ･忘年会･新年会)

諒議酷闘圏,`:‘’-:`,

1月誕生日おめでとう
☆服部浩子さん☆岩本宏基さん 

☆鈴木康志さん☆稲垣学さん 

☆伊藤律子さん☆岩崎公彦さん 

☆大柳豆俊亮さん☆清水亮佑さん 

☆大村京大さん☆山田恭子さん 

☆犬居陸自さん☆古谷充さん 

☆永由明広さん 

新年あけましておめでとう=``きいま鼠,

本年もよろしくお願いいたします｡

年末年始にかけてへ本年度も法人会燐で企

画して誇りました忘年会等の行事を各覇で
密を選渚､工夫して実施いたしました｡

各々㊥工夫で仲間たちも楽しむことが避来

ました｡職員もですが...)

ま持家だ,コロナウイルスの惑梁が予断を許

さなか続演ですがへ各所､工夫して楽しみを展

開Lr粋菅たいと思い窪+a

る 作
=
作

同
作
み
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3 ���i 

4 冑ﾒ� 

5 冦��仕事始め/施設長会 

6 仞�� 

7 �7��集団ワクチン接種(5回目) 

8 刎｢� 

9 佇�� 

10 ��� 

11 ��R� 

12 冦�� 

13 仞��浜松南校フィールドスタディ 

14 �7�+R� 

15† �?ｨ-b�カンカンサンデ-/浅田北町子供会持込 

16 佇�� 
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くるみを創設してから47年目の初春､大島理事

長へバトンタッチしてから初の睦月を迎えており
ますが､皆様は如何お過ごしでしょうか｡
お正月と言えば,我が

家は陸がいのある仲間た
ちと新年を迎える事が常
でした｡息子が30才にな

った頃ある会合で｢父は､
いつも仲間たちに盗られ

17 ���有償運送ヒアリング 

18 ��R�主任者会 

19 冦�� 

20 仞��遠州綿紬企画製造研修 

21 �7��中長期プロジェクト/全体職員研修 

22: 僮"� 

23 佇�� 

24 ���熱中症･腰痛対策研修 

25 ��R�施設長会 

26 冦�� 

27 仞�� 

28 �7��家族ブロック会/引き渡し訓練 
∴29: �?｢� 

30 佇�� 

31 ��� 

ー新年のごあいさつ一

あけまして､おめでとうございます｡

皆様におかれましては,健やかに新春をお迎えのこ
ととお慶び申し上げます｡

また､復泉会(くるみ)の皆様に

は,平素から多大なご支援､ご協力
を賜り､心から感謝しております｡
さて, 2020年1月に,ダイヤモン

ド･プリンセス号に端を発したコロ

ナ感染症は､瞬く間に世界的大流行

罷嘉黒謙譲三豊霊諜!`’窪童._?'量量量撞置`,a_釦等?
のため､当初計画した諸行事は中止､又は規模を縮小
しての開催を余儀なくされ,仲間にとって残念な状況

が続いてきましたが､職員の皆さん､そして地域,家

族の皆さんなど多くの方々に支えられて開催した｢第
46回地域交流パ-ティ-｣ ,仲間の生き生きとした様

子､嬉しそうな表情を垣間見て､本当に良かった｡と

自分だけだったのかもしれません｡その息子も今
では二人の孫を持ち(私にとっては曾孫)､家族と

は何たるかを身をもって感じているようです｡

振り返ってみるに､私が長きに亘りこの仕事に
携わることが出来たのは､私の側にはいつも仲

議誤読`E`蓑書誌構善悪平喜iho:’=二` `± v,i:三言:u*``三
たちがいつも寄り添ってくれました｡何処に行くと思いますが, -歩前へ出る勇気,そして半歩引く

くか分からない父の外出に付き合い､大酒飲み勇気を念頭に適切な判断のもと､仲間が喜ぶ行事を経
をたしなめ､身動きのできないお袋を見守り､進していただくことをお願いしたいと思います｡

あたかも小さい子の面倒でも見るかの様に､仲　2023年は卯年です｡ピョンピョン跳ねるウサギに

良し関係を保ち､愚痴も言わず付き合ってくれあやかり｢飛躍｣ ､ ｢向上｣を象徴するものとして

ました｡こうした関係が今のくるみを築いて来親しまれてきました｡くるみの今年の方針｢そして

たのだと感謝の念で-杯です｡そんな彼らが今-歩｣を実現するようご尽力いただきたいと思いま

年も,私宅を訪れお屠蘇を交わ-し｣_私書の±粒聖二す._ _臆_-__

に舌鼓を打ちながら｣陽来復､新たな正月を過　本年も皆さま~にとらで良い牢になりますことをお
ごしております｡　　　　　　　　　　　　　　　祈り申し上げます｡

この関係の延長線上に今がある事への幸せを感
じつつ､本年もご交誼の程宜しくお願い申し上げ
ます｡

相談役　　永井昭

くるみをささえる会　家族部会

会長　大　石　勝

多くのであい･ふれあい･きづ(ず)きあいがあった2022年でした

gis



1Z鳥居報告 ギフト･年賀状のご法家ありがとうございまし是f

12/1 冦��施設長会/勘=綿紬企画製造孤多/ぬくもり工房ギャラリ-販売会(~12/26) 

2 仞��みをつくし特別支援学校実習(一6)/世話人会議 

3 �7��忘年会(共･ワ)/カルミア回収/KuRuMix休み 

｡4 冦｢� 

5 佇��Asobiミ-テイング 

6 ��� 

7 ��R� 

8 冦�� 

9 仞�� 

1d 俶ﾒ� 

千1∴ 冦｢�カンカンサンデ-･向宿子供会回収･浅田北町子供会持込 

12 佇�� 

13 ���細江中学実習(′-14) 

14 ��R�主任者会/あゆみ自治会 

15 冦��BCP策定委員会 

16 仞��家族役員会/遠州綿紬企画製造研修/防災セミナ- 

17 �7��全体職員研修 

18 �?｢� 

19 佇��施設長会/ハウス･ハイツ･ハイツⅡクリスマス会 

20 ���フイ-ルドスタディ(湖南高校) 

21 ��R�SE｣P感染症予防研修/SE｣P理事会 

22 冦��忘年会(く･2･木)/Asobiミ-テイング 

23 仞�� 

24 �7��慰労会(K) 

25 冦｢� 

26 佇��くるみはうちゅ寄贈式 

27 ��� 

28 ��R�後期健康診断(K) 

29 冦�� 

30 仞�� 

31 �7�� 

復泉会　職員研修　取り組み発表会

12月17日　復泉会(くるみ)では､各事業所の職員

の取り組みの発表会を開催いたしました｡

日頃の支援の成果発表､そしてそれに関するプチ講義

を通して､職員の資質の向上に取り組んだ1日でした｡

成果の発表に優れた事業所にはトロフィー(お菓子

で出来た)を授与いたしました｡

引き続き仲間の支援カの向上に取IJ組んでいきたい

と思いますo　　　　　　各所取り組みの内容

くるみ共同作業所　　:うつ病･在宅支援について

くるみ作業所　　　　　　二　S S丁について

グループホ-ムくるみ:BMIについて

第2くるみ･くるみの木:共同研究について

(プチ講義テ-マ)

ワ-クショップくるみ　:ケアとコントロール

相談支援事業所くるみ:福祉サ-ビス利用までの相談
KuRu帖x　　　　　　　:二分脊椎について

事務局　　　　　　　:事務局の仕事について

大河ドラマどうする家康!大河ドラマ館 
家康SH0Pにくるみの製品が並びます! 

今年の大河ドラマは｢どうする家康｣みなさん､

ご覧になられたでしょうか?浜松を舞台にした三方

ケ原の戦い等､どのように放映されるか楽しみです｡

さて､ 1月22日よI人　プレオープン　3月18日よIJ､

グランドオ-プンする浜松大河ドラマ館では､くる

みの商品も販売されます!ぜひ!お越しいただいた

際には､ご覧いただき､ご購入いただけたらと思い

ます｡
サプライズのクリスマスプレゼント

ワークショップくるみへ

沢根スプリング株式会社の沢根会長サンタさんより

ケーキを頂きました｡

あIJが`とうございました.



第46回地域交流パーティ-の開催に際して､多くの

皆様方から多大なご協力･ご支援をいただき深く感謝

申し上げまt.

さて､今年の地域交流パ-ティ-は､

昨年同様へ新型コロナウイルス感染症

の影響を受けながらも従来の地域交

流パ-ティ-に何とか近づけたいとい

う実行委員の思いがありました｡準備

の段階からどのような形式で地域交流

パーティ-を開催するか検討を重ねて参りました｡そ

の結果へ利用者､職員及び-部関係者のみの参加と

はなりましたが､浜松グランドホテル様の会場で開催

することができました｡

当日を迎えるまでは多くの課題がありましたが､実

行委員を中心にして､-つ｣つ課題をクリアして参り

ました｡実行委員会等で白熱した議論を見ていると地

域交流パ-ティ-への思いの深さを改めて感じること

ができました｡

様々な対策を考えて準備し,当日を迎えました｡期待

と不安がある中へ開場すると利用者さんたちの笑顔が

溢れていました｡式典では永年勤続表彰を受ける利用

者さんや職員たちの誇らしげな姿､ご来賓の皆様から

の動画祝辞､地域の皆様とのつながりを動画にした『

つながり動画』等,とても和やかな雰囲気のある式典と

なりました｡その後､少し休憩した後､皆が楽しみにして

いたパ-ティ-が始まりました｡ザッツ様の演奏の音

色と共に利用者さんたちが楽しそうに踊る姿を見てい

ると､パ-ティ-が帰ってきたという実感が湧いてくる

と共に胸が熱くなりました｡

新型コロナウイルス感染症の終息が見えない中へど

うしても行事等を制限しなければならない状況が続い

ておりますが､利用者さんたちが楽しみ交流を深める

ことができる場を少しでも増やしていくことが重要であ

ると感じております｡今回の地域交流パ-ティ-は,そ

のような意味でも来年以降に繋げる新たな-歩であっ

たと存じます｡

最後に今回の地域交流パ-ティ-に関わって下さ

ったすべての皆様へ重ねてお礼を申し上げますと共

に今後もくるみへの暖かいご支援､ご協力を賜ります

ようお願い申し上げます｡  ｣

第46回地域交流パ-ティ-実行委員長

中野卓也

第46回地域交流パ葛ティ-の様子

久しぶりに､地域交流パ-ティ-に､出席させてい

ただき､ありがとうござい

ました｡

変わらないいつもどお

りのくるみの様子を見て

嬉しくなりました｡

また､これまでも,つな

がり動画や､各施設での実施など仲間の事を1番に

考えて､工夫を凝らし実現してきた3年間のくるみの姿

勢にとても勉強させていただきました｡

さて､

今回は､厳粛なる火の神を引き受けさせていただき

ました｡記憶を遡ること30数年前??まだ､高校生の頃｡

馬生会館でのオ-ルハンドメイドの時から､先代の厳

かな火の神を見てきました｡その先代に火の神のこと

を伺っていると､なんとへその前にも､火の神がおられ

たとのこと!

しかも､｢もっとへ厳かな雰囲気を醸し出していた

よ-｣と用｡

神とは､程遠い､自由人が取り柄のような自分が､

引き受けていいのかと不安の塊でしかありませんで

した｡少しでも､火の神らしくと思いましたが､厳かさに

まだまだ届かず､未熟さを感じてしまいました｡

しかし､仲間のとても嬉しそうに参加している様子を

見て､微笑ましく､楽しいひとときをすごさせていただ

きました｡

くるみをささえる会

桑原正樹

第46回地域交流パーティー 
つ,な･が･り動画 

今年も,地域の皆様から多くの｢つながり｣を

頂き､こんな時でも､地域の方々に支えられてい
ると感じることができました｡
You丁ubeで公開しています｡

浜松学芸中学･高等学校 謝辞

吹奏楽部さんの演奏で　来賓の皆様からの　　皆様への感謝を

今年もパ-ティ-開幕!　メッセ葛ジも　　　　くるみの木

今年は.映懐での参加と　映像となりました　　細谷洋子さんが

なりました　　　　　　　　　　　　　　務めました

多くの方々から　　　　恒例の火の儀或

今年もつながり動画を　　　　　から

頂きました　　　　　　スタ葛ト!

ありがとうございます　　仲間たちも天使に

今年の司会は
この2人! !

南の畠の大王は
･-♪-♪♪

/~ヽ

/"ヽ



第46回地域交流パ-ティ-　表彰者-覧　順不同.敬称略

<永年30年勤続表彰者･ 特別表彰>
くるみ作業所に勤務しいJもたくさん

の悩みを抱えながらも鴬に前白きで仕

事に取り組み何事にもはっきりと自分

の意見を持ち活躍してきた

草賀はるえ

<永年20年勤続表彰者>
くるみ劉司作業所に勤め二面寝破産英

雄勢Siりぼ定評があり纏潮騒8労
の場はまちゅうではその力を葡分

に発揮し中心∃鰯護りを坦ってきた

山本　晃久

働き暮す生活の中でさまざまな体験

をしマイペ-スでコツコツその姿は

周りにたくさんの轟動を運んできた

社会福祉事業が措置から契約への
移行期に身を置き新しい福徳の時
代を仲間たちと共に歩み事務局次
長としての位置を築いてきた

大石　影子

くるみ作業所に勤務しリサイクル事業に

おいてはアルミ制郵!やプレス作業など

幅の的1作業をこなし天国で見守るお父

さんに負けずに頑張ってきた

あらゆる作業において丁寧かつ嚢重に取

り組むことができみんなの摸輔となって

いる　行事では自らが楽切陽を盛り上

げム-ドメ〇万-となっている

たくさんの笑顔で楽いl大好きを伝

え興味があることには積擾的に粘り

強く取り組んできた

岩本　宏基

<永年10年勤続表彰者･特別表彰>
く窃瞬頓Sい{緋掛操に�}滅�

譲りラ刀琳排閲には僻揃頭になり歌や

タン則潔しさを閏こ伝え戦場潮く壁書を送っ

ている

森上由将

陸がいのある仲間たちの鋤く生活構

築の為福祉事業(KuRuM i X)

にマ-ケテインクの手法を取り入れ

様々な経営散華に取り組んできた

山下祥子

<感謝状>
静岡県西部で初の小規模作業所を立ち

上げ陸がいのある仲間たちが安心し　7

て過ごすことのできる街づくりに母力

し仲間と共に先頭を走り続けてきた

錯梶闇董緬設外作業やレワード作業におい

て黙々と作業に励み1つずつ闇土上

がりはとても素晴らu<闘滞己せてくれる

触らかな笑顔にとても癒されている

くるみ作業所に勤務し陣がいのある

仲間たちの醜く生活を支援すること

で仲間たちの自律を促進し地域で

の生活を実現させできた

山口幸子

くるみ鄭動悸業所に勤務し善言を投

肪帥ナながらも幾多の困難を乗り越

え施設外就労の定着のために挑戦し

続けてきた

窪野　盛也

ど暇も全が散り繊臓々聴力を発
揮し特にミシ灘は日櫛を高め自

鯛投否の半噺を樹ま基準よりも上を目指

璃婿的1(製品獄乍り上l矧lる

白井　健太

轍三な感肪馬絹されつつある瀬畑降に入臆し

て20軍閥草いのある仲間たちの固く鉛毒の場

鬱勃1にする為幾多(施澱を超克しく完動確業

弼騒長として弼轢展に寄与してきた

八木　里美

グル-プホ-ムに勤務し長年増って

きた看護技術をもって醐1のある

仲間たちに寄り添い地域での自律し

た生活を支え続げできた

小林和子

くるみを仲間に加えて頂き踵がい

のある仲間たちも安心して過ごす
ことのできる街づくりそして北区
の発展のために活動し続けてきた

パーティ-へのご協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｡
順不同
敬称略

鈴木康友市長､塩谷立衆議院議員､域内実衆議院議員､片山さつき参議院議員､平山佐知子参議院議員,岡本護県議会議員､自民党浜松市議,公明党浜松

市議､源馬衆議院議員へ浜松磐田信用金庫都田支店､遠鉄アシスト,浜松学芸中学･高等学校吹奏楽部へ浜松学芸中学･高等学校ボランティア部､浜松学芸

中学･高等学校生徒会､浜松学芸中学･高等学校ラクビ一部､お好み焼きこなこな､竹林Dr∴ MIYAKODA (勘四郎､鍼灸治療センター､静岡県バーベキュー協

会､カクト･ロコ､愛管工業､連理､はままつフル-ツパーク時の楯､ヤマモトサイクル､マルワ農園他)､伊藤志保､セイトウ､静岡県社会就労センタ-協議会､ポニ-

タしずおか､学生ボランティアフレッシュ､引佐草の根作業所､浜松手をつなぐ育成会､前堀､丸協酸素協会､ 0腿SmileFoundation､浜松市産業振興課､四季彩

堂､浜松市民協嘲政策課, FCデルティ-スみどりの樹､常盤工業､常葉大学ボランティアセンタ葛へスズキサポート､草笛の会,心臓病の子供を守る会,足立果樹

農園へ足立柿園,袋井市農政課､袋井市茶業振興協会､大橋衣都花,日下農園､ワ葛クスつばさ/¥ルモモファーム､浜松市民協嘲センターへ小川綾乃,浜松磐

田信用金庫SDGs推進本部へ日興美工､浜松茶業振興協会､浜松調理菓子専門学校へ社会福祉法人明光会､未来授業( ㈱ありがとうへ浜北西高校､うなぎの

井口､たこまん,平出章商店,エムスポーツ, ㈱ジーデイ-エス他) ,魅惑的倶楽部､ウェル忠明会へエネジン㈱,オ-ルしずおかベストコミュニティへインクルージョン

研究会(プランセンタ-ひくまへ浜松学園へNPO法人すだち,浜松協働学舎.読書日和, NPOトタルケアセンタ｢聖隷クリストファー大学､鈴木恵浜松市議会議

員他).浜松市社会福祉協議会､ガネーシャしずおか､くすりmate. 7オルテあL(ぼアトリエ. *ルト､ウイン7. /¥_ト､チャリティーサン久静岡県､ / ¥o_トナーシップに

来場された方々,くるみをささえる会の方々､北区の仲間(高山ロ-ズ,岩田建設,山崎農園,とんきいへ奥浜名湖観光協会,写真のミカサ､仲田建築､坂口電機､ま

るたか農園へきじ亭,キングマカデミアンジャパン,峯野牛､金子時計店､ MK設備､天竜浜名湖鉄道､いなさの郷､陽たまりファーム､静岡新聞細江支社,外山農

園,船越造園,三ケ日青年の家,岡本工務店他).杏林堂薬局､エコライフはままつへもくせい会浜松事業所､沢棍緑､駒井錦江､チャレンジド･ショップわ,戸澤智

也子へ有限会社吉)I健設,あかい実,小倉先生(ヨガ)､日神機工､クリエート浜松へ内野台(松田さん･木下さん)へぎいい-にはままつへスズキサポートへ家族部会役

員､復泉会役員､虐待防止委員会､地域交流パ-ティー実行委員会､地域の皆様方地域の皆さま､くるみの仲間･ご家族･職員､

圏画商雫圃墓園固
今年もサッツの

皆さんが
会場を

盛り上げてくれました

くるみ内で

生まれた
新婚夫婦　2組が

登場=

仲間たちの

歌あり

踊りありで
楽しみました

復泉会ジャニ-ズ

登場!?

今年も

踊りありの
パ-ティ-でした｣

今年　定年を迎える

2人の職員が

感謝を込めて
会場を駆け巡り

ました=

仲間たちのみの

会でしたが
会場は

大盛り上がりでした!



へ妾原電の年に懇ろへ

皆様には健やかに新年をお迎えのこととお慶び申
し上げます｡

日頃から､ ``くるみをささえる

会''にご協力･ご理解いただきま
して､誠にありがとうございます｡

昨年の漢字は､ ｢戦｣でした｡

日本の国内に向けると,相変わら
ず新型コロナの流行は収束する気
配が見えない状況です｡昨年10月から第8波に突入
しましたが, 3年ぶりに行動制限が解除されました

｡夏は花火大会が開催され,秋には伝統的な祭礼が
全国各地で実施されました｡くるみでも地域交流パ
細ティ-が実施されましたがへ　コロナ以前より縮小

したものでした｡まだまだ人と人のふれあいが完全
に戻るには時間がかかるように思われます｡今年こ
そ新型コロナとの戦いに勝って､終息宣言が出され
ることを願っています｡
-方､世界情勢も不安定さがあり､われわれの生活

に暗い影を落としています｡ロシアのウクライナ侵攻
は依然続いていて,鉱産資源や農産物の高騰により生

活必需品が次から次へと値上げされ,経済の混乱が続
いています｡日本はまだまだ平和ですが,北朝鮮の問

題,台湾有事など人ごとではありません｡このような
状況のなか､ 12月下旬に防衛費増税が決まりました｡

周囲の状況を考えればある程度の防衛体制の整備は必

要なことだと思います｡

日本の出生数は減少の｣途をたどるばかりで,と
うとう2022年は80万人割れが決定的で少子化に歯止
めがかからない状態であります｡子供を産むかどう
か,いつ,何人産むかを自分で決めることが出来る
権利をリブログクテイブ権というそうです｡そのた
めの情報や手段も保障されています｡これは1994年
の国際人口開発会議で提唱され､国連の｢持続可能
な開発目標(SDGs) ｣でも｢全ての人に健康と福祉

を｣などの項目で､この権利を保障することが求め
られています｡子どもを産み,育てるかどうかを自

分で決める権が保障されていれば,あとはいかに子
育てをしやすい社会環境を整えるがであります｡人
も資源であることを考えれば､将来を背負う子ども
たちにお金を掛けるのも国益であります｡このこと
をしっかり理解する必要があります｡人口が減れば
国力も裏返します｡人口維持のラインである合計特
殊出生率2. 1になるよう､今こそ産み育てやすい環境
を整備し､少子化に歯止めをかけることが必要では
ないでしょうか｡

今年こそ､くるみでのイベントがつつがなく実施
され,皆様が安らかな心で日々を送る~ことが出来る

年になってほしいものです｡
兎にかく希望に満ち飛び跳ねる年になることをお

祈り致します｡
本年もよろしくおいいたします｡

くるみをささえる会
会長　小川良徳

復泉会へのご相談･苦情･ボランティア･求職は出

fukuseh@fukusehkai.o｢gまで

くるみの最新情報は､ホ-ムページへ!回-〃･回 認食 
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明けましておめでとうございます｡

昨年は,公私ともに忙しい-年で

した｡ ｢目が回るような-年でした｣

と表現したほうがよいのかなと思うと
ころです｡

そんな-年を振り返ると当法人理事

長交代が｣番大きな出来事でした｡私

自身､理事長の交代は初めての経験でしたので　諸手続
き等､何をしなければならないか分からず不安でした｡

そのようなときに色々な方からご助言をいただき､潜り

なく進めることが出来ました｡ご協力して下さった皆

様には　深く感謝いたします｡

今年は　新体制になり2年目を迎えますが､復泉会の
これからの在り方を中長期的に捉えて計画をしていく

年になるかと思います｡復泉会らしさとは何かを念頭
に置きながら,多角的な視点で考えていくことが必要

になると思います｡

今年も何かとお世話になることがあるかと存じます
が,日々の積み重ねを大切しながら過ごしてまいりた
いと思います｡

本年もどうぞよろしくお願いいたします｡

事務局長　中野卓也

一　臥　薪　醤　腔　-

あけましておめでとうございます｡

昨年の流行語大賞は｢村
神様｣でした｡史上最年少
の令和初の三冠王｡日本人

選手最多シ-ズン56本塁打｡

5打席連続本塁打のプロ野

球新記録を樹立など　様々
な記録を打ち立て､流行語大賞とし話題になりました｡
この村神様こと村上宗隆選手の座右の銘は､臥薪嘗胆｡

将来きっと果たすと心に決めた目的のために､長い間､

辛苦に耐えながら努力するという意味だそうです｡

復泉会でも,皆,コロナ禍の中,多くの辛苦に耐
えながら努力してきました｡今年は,もっと努力を

続けながら,復泉会の目指す､陸がいのある人が地
域で当たり前に過ごせる社会創りを果たすべく､精
進していきたいと思います｡

本年も何卒､宜しくお願い申し上げます｡

くるみ共同作業所　峰野和仁

一　　書0/10号　へ

あけましておめでとうございます｡

皆さんご存じの通り､今年の干支は『卯』です｡
実はわたくし年女｡ちょっと
職員の年女(男)を調べてみ
たところ総勢103名中10名もい
ました｡そしてなんと5世代
の卯年がいるのです｡なんか

凄くないですか?そしてちょっとうれしいです｡
近年は､人と人とのつながりが希薄に感じられる

中､私たちは,人と人がつながり合うことでいろい
ろなことが成り立っていると思っています｡こんな
些細なことを発見し､喜びあえる関係を大切に今年
も皆さんと-緒に過ごしていきたいと思っておりま
す｡本年もどうぞよろしくお願いいたします｡

事務局次長　大石影子

/~ヽ

/ヽ



一笑顔の, ¥+ン『本年とよろLくti`廉いl `たLまぢ』へ

明けましておめでとうございます｡
2013年8月開所したKuRuMixは今年

で満10年を迎えます｡多くの方々

(仲間､ご家族,､地域の方々､取引

先様等)とのご縁があり,嬉しいお
言葉や時には助言をいただき､自分
たちの言動に気付く事が出来たり､
新しい挑戦の機会をいただいたり｡
振り返ると感謝の気持ちがあふれて
きます｡ 10年の節目だからこそ,積

み重ねてきたものを今-度振り返り､

そして新たな-歩を踏み出す原動力
にしていきたいと思います｡そして､ KuRuMixとご縁

でつながった皆様との繋がりを大切に､温かい気持
ちや笑顔になれるよう努めてまいりますので､本年
もよろしくお願いいたします｡

KuRuMix　伊東　加織
二言∴∵∴ 凵�+ 弌��劔"回 
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ー飛躍できる年にむけてへ

あけましておめでとうございます
昨年は､ ｢新しいことにトラ

イする｣を掲げ　仲間-人｣人
が出来ることを見つけ､新しい
ことに挑戦することができた-

年でした｡そして,その挑戦か
ら見えてきたのは､ -人-人の｢やりたい｣ ｢こうし

たい｣という想いでした｡出来ることが増える｡や

りたいことができた｡その経験は,つきの挑戦への
-歩です｡ ｢やりたい｣の表現の仕方は,人それぞれ

です｡聞き逃さない､見落とさないだけでなく,共

に見つけ出し､その想いを実現していきたいと思い

ます｡

さて､今年は,兎年です｡みんなの想いをきける

耳を持ち,ホップ･ステップ･ジャンプと力いっぱ
い踏み込み､みんなが飛躍できる年にしていきたい
と思います｡本年もよろしくお願いいたします｡

第2くるみ作業所･くるみの木　飯屋　かおり

-お什宝Lて*`めてこうござL¥家畜へ

あけましておめでとうございます｡

昨年は新たに6つ目のグル-プ
ホ-ム,ケアハウスくるみ浜北

を開所することが出来ました｡
これもひとえに皆様の日頃のご

支援ご芳情の賜と深謝申し上げます｡
利用者40名､職員23名で迎えた2023年､今年も楽

しいことだけではなく様々な出来事があると思いま
す｡その時々で,丁寧に対応し向き合い,寄り添って
いけるような心通ったゲル-プホ-ムになるよう､

より-層励んでまいります｡本年も宜しくお願い申
し上げます｡

ゲル-プホ-ムくるみ　小田木　香菜

ー　乙　O Z　ラ　年　を　堪　え　て　-

あけましておめでとうございます｡
ワ-クショップくるみという事

業所が2003年(平成15年)からはじ
まり,今年で20周年となり, 21年

目を迎えます｡

仲間たちと関わり,向き合う中
で同事業所として必要なことに対
して･･･自分たちにできることを考

え､行動してきました｡力不足で

まだまだやれていないこともあります｡ 1人だと難
しいことも,仲間や職員と知恵を出し合うと新た
な光が見えます｡家族の方や地域の方から､良い
アドバイスをいただくと､新たな発想やつながりが
うまれます｡

今年も, -歩｣歩,仲間と職員と,家族と､地

域と､歩みを進めていきたいと思っています｡本
年もよろしくお願い申し上げます｡

ワ-クショップくるみ　袴田　みや

護持毒薬語揮 
-よ#が��ﾞｹ|��8/�,�福祉-

あけましておめでとうございます｡

昨年はアルミ缶リサイクル協会より,回収活動が特
に優れていると評価され､優秀団体賞をいただきまし

た｡平成元年の開所当初より取り組んできましたリサ
イクル事業が､今日に至るまで継続できている事は､
多くの皆さまのご支援ご協力の賜物であり､感謝の気
持ちでいっぱいです｡また寒い日も暑い日も､仲間が

頑張って取り組んできた結果でもあります｡
南浅田の地にくるみが開所して35年目となります

が,これからもリサイクル事業を通して､皆さまとの
｢であい･つながり｣を大切にしていきたいです｡ア

ルミ缶はぜひくるみ作業所までお持ちください｡仲間
のとびっきりの笑顔で皆さまをお待ちしています｡

本年もどうぞよろしくお願いいたします｡

くるみ作業所　八木　里美

1【各　作　業　所　で　平　日　随　時　受　付】



ご協力ありがと
【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､諏訪郡毎友会､神田泰明､

女性団体協議会､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1動者福祉基金協会､

服部力､生活寮･グル葛プホ-ム隣人､小澤数良､三菱ゴム､

伊熊秀高､佐々木昭裕､兼子春樹､武井康子､河合聡子､
原守〇､平野千鶴子､小島かず子､ FDCチロル､樽松都子､

西遠女子学園､ニ橋､鈴嘉建築､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､吉野幸子､佐々木､清水勲､青木､

鈴木光子､松本理恵､松下博､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､

河野とも子へ　佐藤智(ラビット急行),山下はるみ,宮地小三白瓜

山下､松下愛子､遠州みみの里､ゆずり葉､浅田北町こども会､

ワイズ規塚､ミルキ葛ハウス､遠鉄東営業所､長野小学校､
マ葛メイド､中村増世､菊池しのぶ､浜名湖競艇､内田敬子､

フアミリ-マ-ト西神田店､伊熊､四季の郷､鈴木､日本財団､

東京理科大学､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､三方原幼稚園､白鳩美容院､神久呂令和部､

飯尾いづみ(あやめの会)､ふれあい作業所､白蟻公民館､

明社儀浜松支菩臥内野台自治会､住吉カルミアの会､薩月惟市､

西塚五月の会(大隅さかえ)､小倉､西塚町女性の会､上島常雄､

西木クリ〇二ンク､寺田みな子､長内正憲､原田康子､長久寺､

柴田忠夫､セブンイレブン白羽店､ノリエダ､大柳豆はま子､

菊池幸雄､壇秀行､牧野運送､佐藤行弘､伊熊仁､遠江学園､

高木光子､ ㈱†屋､エスコ-ト南浅田店､月倍臥豊田南中学校､

鈴木アイ､田中裕美､伊東範子､山下豊子､杉本とくゑ､
大木喬,浜松母子寡婦福祉会へ司美公民館､鹿野正子グル-プ¥

向宿こども会､遠鉄三方原営業所､フアミリ-マ-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､上瀬小島子とも会､石岡､佐藤富三郎､ヒルズ茄子､
NCE U割∃AN野口､ Nに圧U臨AN入野参番館､高山ちえ子､

ナイス事務所､目梨ハイム初生､ NICEア葛バン天王､

藤原教代､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､特賞おおしま､泉澤建築､山下哲司､

水野隆夫､磯部幸子､影山義治､小楠槙子､小山美保子､
小島佐千子､鈴木幸江､横山よし､木村厚子､菊池由季子､

伊藤喜代治､デイサ-ビスさわやか､池谷えみ子､犬居克之､

内藤照子､ハ二-美容室､トレ葛デイング桔川､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､

あかい実デイサ-ビスセンタ-､鴨江東町､住吉和合民生委員､

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､クリ工-ト浜松､

渋谷デンタルオフィス､古橋態､あゆみ保育園､宮木豊子､

静鉄観光サ-ビス､鳥丸由美子､セブンイレブン南浅田､
飯田紀世子､松下千代子､山口きくゑ､木下英雄､袴田修､
デイアレストいなんば､鈴木美恵子､大久保勲､藤浪てる子､

松田グル-プ､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､山下節子と自彊の友､ステップイトウ､
大石善道､ナイスア-バン城北ヒルズ浅田晃司､沖田化成､

関保､グランメ-ル佐鳴台､セブンイレブン西浅田､閲政子､

やなせクリニック､浜松水道部､佐藤産業､遠鉄トラ¥``ル､

サカツコ-/fioレ-`)3y.石川､楚山､システック､澤柳､山田君江､

うございました
遠州鉄道細江営業所､野田幸子､市野かほり､伊藤徳子､
浜松いわた信用金庫本町支店､浜松いわた信用金庫駅南支店､

春日町自治会､西静岡ヤクルト販売㈱､水谷道子､杉山正子､

横田光枝､長澤敬子､永田義和､松場すみ代､小池(萩丘)､

澤柳恵美化､ガ-ルスカウト第24団､飛山敏夫､川村勝敏､

横山紳田町)､伊東政宣､ラ･フォ葛レ上島･ライトアップ萩丘､

中野三喜子､ウイステイリア飯田､グランヴィ小豆餅､
岩槻産業､永田懇田口千恵子､吉村僑口合町〉､スガタ美容室､

岩本章法､ ∞OPミオクチ葛ナ小豆餅､マツダ食品株式会社､

後藤正､鈴木邦史､辻岡政夫､紅谷光子､松島達郎､
のりづき理美容､ガールズスカウト第12団､ SuZUKI白羽寮､ ~

篠原郵便局､宇布見郵便局､西山郵便局､神久呂郵便局､
山崎園､伊左地郵便局､和地郵便局､舘山寺郵便局､
浜松村櫛郵便局､舞阪駅前郵便局､舞阪郵便局､新居郵便局､

湖西郵便局､新所郵便局､入出郵便局､新所原郵便局､
白須賀郵便局､舞阪弁天島郵便局､明菅工業､本間としゑ､

浜松いわた信用金庫業務サボ-トセンタ〇､高見ちよ子､
沢根スプリング株式会社高倉(葵菊､澤木仲君臥仲井(早出町)､

川村敏博､石山(小豆餅)､太田(三方原)､江聞文雄､ Hatake､

上野(富塚町)､ダスキン萩丘､藤田浩t虫斎藤睡次､戸倉和洋､

坂の上暮らしの相談所､内田(萩丘)､飯尾(高林町)､

石川(北寺島町)､古川(有玉南)､井上(初生町)､小松方起子､

美容室r花屋敷｣.シンマ理容室､柴木歯科国憲竹田(富塚町)､

中椰象高橋俸〉､伊藤正丈､田中英夫､辻岡政史､村上ふみ子､

伊東範子､安達忠子､小沢数良､やまむら電気､川坂オ-ト､
川坂モ-タース､篠田正勝､水島賢治牧野.西南相談センタ〇､

㈱キヤムテック､文花堂､社会福祉協議会､古田正義､黒田､
西(和合町)､影山畳店､立正佼成会浜松協会､喜楽聖本舗､

源馬事務所､鈴木､浜松視覚特別支援学校､消防団第1 1分団､

遠州鉄道南車庫､ほんめ税理士事務所､馬淵､佐藤恵子､浅井､

牧口､中川､田町婦人会､柳本産業､安藤､小田木､鈴木､

亀井､中里スミコ､早水真由子､川瀬(富塚町)､小山(上島)､

渋谷豊､田中文子､斉藤(有玉台)､千賀ぐ下池=町)､プラント工業､

松島(初生)､ #ロ(萩田､赤松(有玉台)､西山(高丘西ト鈴木国広､

丸山伴田町)､品川1麿開聞

【1愕醐1】敬称略･順不同
駒井鋳工内山日出子へ古橋悦子

【ささえる会】敬称略･順不同
北村仁美､森下みち子

1 2月　ヒヤリ･はっと･苦情報告

件名 佇��B�対応済 ��陌�(b�

ヒヤリ･はつと 滴ﾈ��4件 ��ﾈ��

事故 滴ﾈ��4件 ��ﾈ��

クレーム ��ﾈ��0件 ��ﾈ��

苦情 ��ﾈ��0件 ��ﾈ��

事故内容:利用者関係3件､作業関係1件

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+.
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