発行／社会福祉法人けやきの会

知立市弘法町弘法山４３－５

TEL0566-82-5700

8 月 15 日、メープルけやきでパラリンピックの知立市での採火式が行われました。本来な
らもっと大きな会場で、市民の皆さんをたくさん呼んで行う予定でしたが、コロナ禍というこ
ともあり最小限の人数で行われました。
フライパンをフランベし、そこからメープルで働いている 2 人が採火。その聖火を市長さん
にリレーし、ランタンに納め、代表の方が愛知県庁まで無事届けられ、愛知の灯となりました。
ケーブルテレビやくらしのニュースの取材もあり緊張しましたが、とても楽しい時間を過ご
しました。こんな経験、なかなかできないですからね。
コロナ禍で大変な中行われたオリンピック・パラリンピックでしたが無事にできてよかった
です。けやきもほんの少しかもしれませんがオリンピック・パラリンピックにかかわることが
できてよかったです。まさに「一生の思い出」になりました。
（髙木）

けやきの会
１０月

スケジュール

１１月

１２月

17 日 寺の市

11 日 歯科検診（けやきの家）

14 日 健康診断（メープル）

26 日 弘法さん

16 日 理事会

19 日 寺の市

31 日 ぼうさいフェス

18 日 歯科検診（メープル）

2４日 弘法さん

21 日 寺の市

28 日 メープルけやき

（南小にて開催）

25 日 弘法さん

年内最終営業日

26 日 評議員会

※今年の年末年始休み
けやきの家、ホーム八ツ田

12/29～1/4

／

メープル

12/30～1/5

《 ご寄付のお礼 》 （令和 3 年 7 月１日～9 月 30 日） （順不同、敬称略）
○けやきの会へのご寄付
個人様より 1 件

金５,000 円

《 賛助会員加入の紹介 》
○順不同、敬称略、太字は新規加入者（令和 3 年 7 月 1 日～9 月 30 日）
松浦正裕 鈴木義明

大嶋八重子 池田雄太

米良和隆 山口登 岩渕信司 毛受光男

西村喜代文 寺島悦子 大西進 富崎しのぶ 伊藤明子 太田幸代 外山稔
宮地英介 山本忠義

中村勝持 稲垣潤一 野畑拓馬 杉山竜二 今瀬靖子 神谷透子

石川ゆかり 杉浦弘一 矢澤和眞 近藤大祐
岩瀬政夫 市原久士

片瀬雄一

武井利子 小川典子 松元信明 鈴木百合

原田睦子 伊吹恵美子 下嶋英伸 本樫昭生 杉浦鉄治（杉浦呉服）

有限会社成和 黒川恭光 小沢勝恵 鶴田みさを 山本明子 妙圓薗世始子 丹羽義昌
久野金晴 相村弘夫 桑原武彦 中川元 岡部政行 山口正二 石川智子 林郁夫 豊田清
宇佐美能邦 八木麻紗美 山田圭 永田富美子 大西里津子 髙木実

鈴木徳二 大西千恵

居鳥壽加子 ボランティアサークル新友会 原司法書士事務所 平松久見子

鈴木公美

田村小百合 神谷富貴子 清水大助 奥村聖美 橋本喜己 永井淳子 川原順 浮池義広
河合克子 髙木龍二 福沢悌輔 牛野北斗 竹本有基 奥山悦子 野村昌司 野村敏宏
梶原妙子

小山捷也 古居照明

彦坂彰則
～～ 皆様ありがとうございました

～～

＜けやき作業所＞

職員が増えました！

小川 典子

事務員 7 月 1 日より

水野 義之

送迎運転手

8 月 3 日より

＜ホーム八ツ田＞
稲垣 一子

夜間支援従事者 9 月 29 日より

令和３年度 社会福祉法人けやきの会 賛助会員様を募集しています
当法人が実施する事業の充実と発展、そして利用者が安心して地域で暮らすため、
ご協力、ご支援をお願い致します。
一口

個人

3,000 円

団体 5,000 円

今年も 2022 年用カレンダーと冬季物資販売を開始します。
法人が実施している事業の運転資金や今後実施していく将来計画に向けた資金づくり、施設
を利用している仲間たちのボーナスや活動資金づくりを目的としています。
皆様のご協力をお願い致します。
カタログは知立市内の町内会回覧板にて回覧していただきます。
けやきの家、メープルけやきにも置いてあります。
ご注文は弘法町のけやきの家

TEL0566-82-5700 FAX0566-82-8723

八ツ田町のメープルけやき

TEL0566-91-2860

メールでも承ります

E-mail keyaki@keyaki-no-kai.jp

受付期間

10 月 11 日（月）～11 月 19 日（金）

商品の引渡しは直接作業所で。希望される方には配達もできます！

けやき作業所では、牛乳パックをリサイクルした手すきの紙製品を製作しています。現在
は名刺の注文が主ですが、今回カレンダーの製作もはじめました。
はがきサイズで卓上スタンドに乗せるタイプのカレンダーです（写真参照）
12 枚それぞれけやきの仲間が描いた季節の絵がプリント
されており、素敵な仕上がりになりました。
ご注文お待ちしております。
価格

700 円（カレンダーのみ）
800 円（卓上スタンド付き）

年内お渡し注文締切日

12 月 15 日

（ご注文、お問い合わせ先

けやき作業所

0566-82-5700）

毎年お世話になっておりますボランティアの中島様と伊藤様より仲間のためにと寄付
をいただきました。今年はアイスのチョコバッキーをごちそうになりました。みんなでお
いしくいただきました。写真の通りとても大喜びでした。
中島さん、伊藤さんありがとうございました。

国の緊急事態宣言が 9 月 30 日をもって解除されましたが、まだまだ気が抜けない
状況が続いております。
こうしたなか、予定されていた「けやきの会新春の集い」の中止を決定したところ
です。
けやきの会では引き続き感染予防として、登所後の検温やマスクの着用、手洗いや
アルコール消毒、換気をおこなっております。グループホームでも同様に消毒等徹底
しておこなっております。また、職員にＰＣＲ検査を実施し、全員の陰性を確認して
おります。
講師による 3Ｂ体操などの活動やボランティアの受入れを中止していましたが、緊
急事態宣言解除後は徐々に活動を再開、各グループの外出活動も散歩程度ですがおこ
なっていきます。
今後も感染防止に努力して参りますので引き続き、ご支援、ご協力をお願い申し上
げます。
社会福祉法人けやきの会
理事長 橋本 喜己

けやきの会では、希望した仲間へのワクチン接種を 1 回目 7 月
28 日、2 回目 8 月 25 日に行いました。副反応で熱が出た方も
いましたが、重篤な副反応はなく一安心しました。
新種のコロナウイルスによる感染も報道されているので、気を
引き締めて感染予防に努めていきます。
今年度より仲間の健康を守るため、毎日の血圧と脈拍のバイタ
ルチェックを行っています。そのデータをもとに毎月末(水曜日)
に嘱託医をお願いしているかみやクリニックの先生に往診をお願
いしています。

新型コロナウイルス感染拡大防止と皆様方の安全確保の観点から、令和 4 年 1 月 29
日（土）に予定しておりました「第 28 回けやきの会新春の集い」の開催中止を決定い
たしました。
本年度は成人を迎える仲間がおりませんので、昨年のように規模を縮小して開催する
ことも取りやめます。大変残念ですが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
来年はコロナが収束し、地域の皆様が安心して諸行事に参加していただけることを切
に願っております。

