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手をつなぐ育成会表彰

吉備の里チャレンジ

所長　坂元　忠之

「可能性への挑戦」  

 ◎全国社会福祉協議会会長表彰　　　　 平井浩士、丸山貴子、片山大介

 ◎岡山県社会福祉協議会会長表彰　　　山﨑弘一、山本和広、石井功二

 ◎知的障害者福祉事業功労者表彰　　　石坂加津子、石井いずみ

職員表彰者

　令和4年度も新型コロナウイルス感染症の予防対策を行いながらの始まりとなりました。利用者の皆
さんも感染への対策を取った上での行動となり、感染症に背を向けることはできない中で、窮屈な思い
をしながらの生活を強いられています。コロナの感染拡大から早2年を過ぎ、コロナ禍での生活の中で、
私自身が改めて感じた事は、当たり前の生活がいかに有り難いかという事でした。今の状況を不便に
思うのではなく、プラス思考で前向きに新たな取り組みを見出して行けたらと感じています。
　チャレンジ事業所においても、新たな利用者さんを迎え、職員も利用者さんも気持ちを新たに、活気
ある職場として頑張っています。我々一人ひとりが持っている能力を十分に発揮し、チャレンジをもっと
盛り上げていきたいと思います。
　また、今年度は、法人設立40周年の節目の年、法人の理念「可能性への挑戦」。障害の有無に関係なく
誰にも願いや希望があります。また、誰もがそれを実現する可能性を持っています。障害のある方々に
はぜひそれに向かって挑戦し続け、いつか夢をつかみ取っていただきたいと思います。そして、挑戦を
続ける人たちをしっかりと支えられるよう、共生社会の実現に向かって、私たちも積極的かつ粘り強く挑
戦し続けます。

豊福　真史（吉備の里地域生活ホーム）
内田沙祐実（吉備の里地域生活ホーム）
石井　洋子（吉備の里地域活動支援センター）
難波　永治（吉備の里希望 宿直専門員）
所司　一海（吉備の里ひなぎく）
井上　正志（吉備の里チャレンジ）
田中　敏之（吉備の里なでしこ 夜間専門員）
冨吉　  香  （吉備の里なでしこ）
鈴木百合子（吉備の里地域生活ホーム 世話人）
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　「令和4年度吉備の里ふるさと祭り」につきまして、法人及び

実行委員会においても協議を重ねてきましたが、未だ新型コロナ

ウイルス終息の見通しが立っていない状況に鑑みて、今年度も止

むを得ず中止することと致しました。

　毎年楽しみにして御来場いただいておりました皆様には、心よ

りお詫び申し上げます。何卒御理解を賜りますようお願い申し上

げます。

令和4年度吉備の里ふるさと祭り開催中止

○11/28　家族の会から地域生活ホームへ
　　     マスク115箱

○12/23　山陽新聞社会事業団からひなぎくへ　　　　
　      「歳末愛の義援金」100,000円
○ 1/14　家族の会から地域生活ホームへ
　　     100,000円（グループホームひまわり新設のため）

○ 9/16  公益財団法人木口福祉財団から希望へ
　　     2021年度地域福祉振興助成　名刺プリンター購入

 利用者名  進　路　先

令和3年度に就職された方々

【利用者】

森安和博さん

山本達子さん

池田武行さん

宮川真一さん

酒井　進さん

吉備の里たんぽぽの建物裏の斜面に「き
びのさと」という樹木で作った文字がある
ことをご存じでしたか？
インターネットの航空写真でも見ることが
できますのでぜひ検索してみてください♪

きびさと自慢

 　この度、岡山県保健福祉功労者部長表彰を
頂くことができましたことは、ひとえに皆様方の
温かい、御指導とお力添えがあったからこそと、
心から感謝を申し上げます。今後も障害福祉を
自身のライフワークとして一層の努力と法人の
発展のために尽力していきたいと思います。                                                                                                                                 
　　　　　　　　　　　　　　(山﨑 弘一)
 　この度は、栄えある賞を賜り誠にありがとう
ございます。この賞の重みを受け止めつつ、今
後も、多くの人たちとの絆を大切にし、障害者
支援の向上に尽力して参りたいと思います。今
回の受賞では、各関係者の皆様に心から大変
感謝申し上げます。ありがとうございました。                                                                                                    
　　　　　　　　　　　　　　(有根元和已)

横田 優華　　厚生労働省　岡山労働局

藤井 怜雄　　シノブフーズ株式会社

友次 銀二    シーアール物流株式会社

高杉 虹太　　岡山県会計年度任用職員

後藤 美紀　　岡山県会計年度任用職員

樋口　楓　　 サンエイド株式会社

山本 英里　　杜の家ファーム(就労継続支援A型)

竹内 祐輝　　しんくら(就労継続支援A型)　

【ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ世話人】

富田和子

木村弘子

三原順子

― 新人職員紹介 ―

趣味は生き物の飼育です。自宅には川魚や熱帯魚・イ
モリがいます。動物が大好きなので世話はとても楽しい
です。利用者の皆様とも生き物の話をしながら楽しく頑
張りたいと思います。

（吉備の里なでしこ）菅野 開斗
すがの　　かいと

趣味は手芸です。小さいアクセサリーや、大人でも着
られる衣服などを一枚の布から作ることが好きです。利
用者の皆さんと触れ合うツールとしても生かしていき
たいと思います。

（吉備の里なでしこ）黒田　倫
くろだ　　 りん

不慣れなことも多いですがよろしくお願いいたしま
す。

（吉備の里総務課）浮森 佐知子
 うきもり　 　さちこ

趣味は、体を動かすことが好きで、今はヨガをやって
います。あおばで月1回、子供達とのふれあいを楽しみ
にしております。吉備の里に来させていただいた御縁
を大切に、少しずつですが頑張りたいと思います。

（吉備の里地域活動支援センター）吉井 智子
 よしい　  としこ

前職はパナソニック吉備株式会社で購買の仕事をして
いました。前職とは180度違う職種ですが、一歩一歩利
用者の方々と確認しながら前進していきたいと思いま
す。今後ともよろしくお願いいたします。

（吉備の里ひなぎく）文谷 昌弘
 ぶんや　 まさひろ

私は人とのコミュニケーションを図ることが好きなの
で、しっかりと相手に向き合える現場の仕事に魅力を感
じています。今までの経験を活かし利用者の皆さんとと
もに地域活動に精を出していきます。

（吉備の里チャレンジ）的山 健二
まとやま　 けんじ

（吉備の里チャレンジ）辻田 一正
つじた　 かずまさ

前職はパナソニック吉備で物流と購買管理を行ってい
ました。定年退職を期に全く違う職種にチャレンジした
いと思い厨房を選びました。素人ですが、一生懸命頑
張りますので、一声掛けて頂けると嬉しいです。

（吉備の里希望）松本 百合子
まつもと　　 ゆりこ

4月1日から吉備の里希望に勤めることになりました。
趣味・特技は特にありませんが頑張ります。

吉備中央町で働くようになり早3年近くが経ちます。毎
日の岡山市内からの通勤もすっかり慣れました。この
度新たに「吉備の里」での勤務が始まり、吉備中央町
にどっぷりはまりつつある今日この頃です。

（吉備の里なでしこ 夜間支援員）嘉松 恭二郎
 かまつ　 きょうじろう

◎保健福祉功労者知事・部長表彰

　　　山﨑弘一、有根元和已

おめでとうございます

◆退職職員紹介　



　吉備の里成人式が令和4年1月7日に開催されました。

　今回は、加茂大祭で有名な「加茂総社宮」に参拝し、

由緒ある拝殿で、成人を祝い御祈祷していただきまし

た。コロナ禍で制約のある式ではありましたが、仲間

同士で成人を祝い、良い節目の一日となったようです。

　新成人の皆様の御活躍を法人職員一同、祈念いたし

ます。

　なでしこの事業の一つに、「就労定着支援」がありま
す。この事業は一般就労後、6か月を経過した方に対
し、職場や生活の場を訪問し、安定した就業・地域生活
を支援するための事業です。
　今回は令和3年4月に倉敷市水島にある「シーアール物
流株式会社」に就職した、山本凌生さんを紹介します。
仕事の内容は、家畜の飼料を入れるトランスバッグの運
搬や洗浄です。挨拶や返事、報告の他、積極的に作業し
ている姿は、会社でも高く評価されています。山本さん
の目標「作業ペースの向上」が実現できるよう職員も支
援していきます。

　なでしこの事業の一つに、「就労定着支援」がありま
す。この事業は一般就労後、6か月を経過した方に対
し、職場や生活の場を訪問し、安定した就業・地域生活
を支援するための事業です。
　今回は令和3年4月に倉敷市水島にある「シーアール物
流株式会社」に就職した、山本凌生さんを紹介します。
仕事の内容は、家畜の飼料を入れるトランスバッグの運
搬や洗浄です。挨拶や返事、報告の他、積極的に作業し
ている姿は、会社でも高く評価されています。山本さん
の目標「作業ペースの向上」が実現できるよう職員も支
援していきます。

　これからが繁忙期‼チャレンジ屋外班は主に草刈り・

剪定・樹木伐採などの外構清掃作業を行っています。

　寒い日も暑い日も安全を第一に皆で協力して作業に

取り組んでいます。これからは雑草の成長の時期。暑さ

や新型コロナウイルスに負けず、作業を頑張っていき

たいと思います。草刈り、剪定、伐採に困っている方は

ぜひ我々チャレンジへお任せください (^^)/☆

御成人おめでとうございます

防災カードゲーム

トランスバック洗浄の様子

フリスビー

草集めるぞ～

今日も頑張ります！

　4月から新しいグループホーム「ひまわり」が開設さ
れました🌻ひまわりに入居された方は、新しいホームで
の生活にドキドキ、ワクワクしながら新年度をスタート
させています！今年も元気に、皆で楽しく生活していき
ましょうね♪

　3月9日に送別会を行い、藤原健太さん、吉原卓さ
んのお二人が、つばき寮での生活訓練を無事に終え
られました。
　今後のさらなるステップアップを目指し、それぞ
れ吉備の里内のグループホームに生活の場を移され
ました。お二人の夢や目標が達成できるよう、職員
一同サポートして参ります。

　昨年度、ヤマト福祉財団様からの助成金で購入した
レーザー加工機で新商品「アンブレラマーカー」を作
製しました。アンブレラマーカーがついていれば、ど
れが自分の傘か一目で見分けることができ、また紛失
防止にも役立ちます。傘のつゆ先に付けてお使い下さ
い。この商品はコンタクトのアイシティecoプロジェ
クトのノベルティグッズとして採用されました。
　また、希望の自主生産品が購入できるオンライン
ショップサイトを開設しました。販路拡大でさらなる
受注、工賃アップを目指します！

オンラインショップサイトはこちら→

　この度、「ピンポン」「フリスビー」「防災カード
ゲーム」がたんぽぽに仲間入りしました！ピンポンとフ
リスビーは「たんぽぽ運動」の中に取り入れ、身体を動
かす健康増進の一環、また、ペアやチーム戦で実施し協
調性や協力意識を育むきっかけとなっています。
　防災カードゲームは「レクリエーション」の中に取り
入れ、ゲームを通じて防災について学んでいます。皆さ
ん最高の笑顔で今も楽しんでいます♪
　なお、梶谷福祉基金様から助成金を頂き、購入の経費
に使わせていただきました。ありがとうございました。

ピンポン

販売価格100円(税込)販売価格100円(税込)

新商品完成！販売サイトもオープン！ ！新商品完成！販売サイトもオープン！ ！吉備の里
希望

私の傘の目印に！

アンブレラマーカー

アンブレラマーカー

　令和4年度から、新規利用者2名が加わり、おしぼり
作業に取り組んでいます。コロナ禍ではありますが、
生産数は増加傾向にあり、日々洗濯から包装、そして
納品へと一貫した作業をしています。
　「届けよう　みんなのハートを　
おしぼりで」のキャッチフレーズを
合言葉に、ひなぎく利用者・職員
一丸となって今年度も頑張りま～す！

たんぽぽ☆さらに充実した活動たんぽぽ☆さらに充実した活動
吉備の里
たんぽぽ 就労定着支援事業就労定着支援事業

吉備の里
なでしこ 🌻新ホームひまわり🌻開設！ ！新ホームひまわり🌻開設！ ！

吉備の里
地域生活ﾎｰﾑ

春だ ！夏だ ！草刈りだ ！春だ ！夏だ ！草刈りだ ！
吉備の里
チャレンジ つばき寮からの旅立ちにエールつばき寮からの旅立ちにエール

吉備の里
つばき寮新しい仲間を迎えて！新しい仲間を迎えて！

吉備の里
ひなぎく
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