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草木の緑が一層きわだつ季節となりました。平素は当法人の事業に対
しましてご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
新年度を迎えるにあたり令和 3 年度を振り返りますと大きな出来事が
ありました。ひとつは令和 4 年 2 月上旬と 3 月上旬にけやき作業所と
ホームけやき太陽、ホーム八ッ田Ⅰさくらにコロナ陽性者が出て、仲間
と職員あわせ 20 名を超えるクラスターが発生したことです。3 月には、
職員体制の確保が難しくなり、３月４日～８日まで作業所を閉所、９日～１６日まで午前・午
後の２部制での開所、一部ホームは 4 日～16 日まで閉所し、１７日から作業所、ホームとも
に通常開所となりました。仲間の皆さんとご家族様には大変なご負担をかけ、申し訳ございま
せんでした。未経験のため試行錯誤しましたが、嘱託医の適切な指導の下、仲間の皆さんとご
家族様に協力頂き、無事に事業を再開することができました。
もうひとつは法人組織の要として働いてきた 2 名の施設長が退職したことです。仲間の皆さ
んとご家族様、市や支援者の皆さまにご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げま
す。現在、仲間の皆さんに迷惑がかからないよう、管理職を中心に職員一丸となって新しい組
織体制確立に向け取り組んでおります。
今後とも仲間の皆さんとご家族様の願いを受けとめ、寄り添い、安心・安全に働き、活動し、
生活できるよう支援していきます。引き続き当法人の取り組み、事業にご理解とご協力をお願
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
仲間の皆さんとご家族様には、長い間お世話になりました。楽しい思い出ばかりで、多くの
経験を積むことができました。また、辛いときや困難な時には、仲間たちの笑顔で乗り越える
ことができました。ご家族の皆様には、未熟な私に支援のアドバイスや叱咤激励をたくさんい
ただき、私自身成長できたと実感しています。
関係者の皆様には常にサポートしていただきながら「地域で暮らすことの大切さと大変さ」
を一緒に考えていただきとても勉強になりました。たくさんの思い出と学びを与えていただき
ありがとうございました。
清水 大助

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、本年度も
「けやきの会市民の集い・バザー」の開催を中止することに決定いたしました。
楽しみにされていた皆様にはご迷惑をおかけして申し訳ございません。

けやきの会

スケジュール

４月

５月

１７日 寺の市

１５日 寺の市

2１日 弘法さん

2１日 弘法さん

６月
２日 けやきの会理事会
１７日 けやきの会評議員会
1９日 弘法さん

※今年のＧＷのお休み

《

けやきの家

5/3（火）～8（日）

メープル

5/１（日）～5（木）

ご寄付のお礼

》

（令和 4 年１月１日～３月３１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 3,860 円
新友会様より
金 10,000 円
弘法区様より
金 5,000 円
○けやき作業所へのご寄付
相村様より（弘法露店販売用商品売上）金 151,720 円
○第２けやき作業所へのご寄付
相村様より（弘法露店販売用商品売上） 金 41,550 円
個人様より １件
金 10,000 円
～～ 皆様ありがとうございました

～～

きょうされん 第 4５次国会請願書名・募金運動にご協力あり
がとうございました。「障害福祉についての法制度の拡充に関
する請願」署名 608 筆、募金 37,774 円集まりましたので、
きょうされんに納めました。
＜けやき作業所＞

本郷 正

生活支援員（第 4） １月２１日より

職員が増えました！

本間 春音

看護師（あすなろ） ３月 ３日より

よろしく

榊原 和美

生活支援員（第 4） ３月２１日より

＜相談支援センター＞

お願いします！

篠原 聡子

相談支援員

1 月 1 日より

＜ホーム＞
＜第２けやき作業所＞

藤中 泉

生活支援員 3 月 21 日より

甲斐 ナナ子

夜間支援員 12 月 21 日より

深谷 千代子

生活支援員

2 月 21 日より

令和 4 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

けやきの会に
新しい仲間が
増えました。
これからも
よろしくお願い
します。

佐藤 菖真（さとう しょうま）さん
所属 けやき作業所 第 4 作業室
ビニール伸ばしの作業、花さしや棒さ
しの自立課題が得意で頑張っていま
す。水泳が大好きで大会に参加してい
ます。よろしくお願いします。

加藤
所属

芳也（かとう
けやき作業所

よしや）さん
あすなろ

所属 けやき作業所

やおき）さん
あすなろ

お風 呂が大好 きです 何時間 でも
OK です。美味しい物を食べたい。
好き嫌いはないです。お風呂上がりの
ドライヤーが苦手です。克服します！

音楽を聞く事が大好きです。
「どんぐ
りころころ」を一緒に歌って下さい。
「せーの！」
「そーれ！！」などの合い
の手を入れますよ。よろしくお願いし
ます。

澤田
所属

話を聞くのが好き。散歩で風にあたるの
が好き、身体全体で「嬉しい」を表しま
す。立つことが好きです。もっと長くた
つことが出来たら嬉しい。おやつが好き、
特にプリンが好きです

前田 八起暉（まえだ

田中 礼花（たなか らいか）さん
所属 けやき作業所 第 4 作業室

朱音（さわだ
けやき作業所

しゅうと）さん
あすなろ

ボール遊び、散歩が好きです。ボールは
遠くまで飛ばすことが出来ます。友達を
沢山作りたい美味しい物を楽しんで食べ
たい。ふりかけご飯大好き

水野

颯馬（みずの

そうま）さん

所属

けやき作業所

あすなろ

Snow Man、お笑いの千鳥が好きです。声をか
けてもらうと嬉しくなります。風にあたりたい。
散歩も少しづつ慣れていきたいです。
食後のデザートも楽しみにしています

令和 4 年 1 月 14 日新年会を開催しました。とはいえコロナ禍ですので、
「各班に分
かれ」ての新年会。司会は仲間の今井さんと職員の宮地、マイクを持って館内放送です。
まずは、ジュースで「かんぱ～い！」仲間の相村さんの掛け声でスタート。
ロールケーキを頂きます。ケーキはおいしい！そして今年の目標を発表！
あおぞら班は「やせる」ですよ！
コロナに負けず、今年も頑張ろう！と誓い合いましたよ！

とってもいい笑顔ですね

乾杯の音頭はやっぱりこの人！！

メープルけやきの道路側の窓ガラスが新し
くなりましたよ(*^▽^*)
オープン当初からミニクロワッサンの写真
でしたが色褪せて目立たなくなったので変
えちゃいました☆
このイラストはけやき作業所の仲間の今井
さんが描いたものです。お店のピンクの手
提げ袋にも採用されているので見覚えがあ
る方もいるかな？
メープルに来る時は事故に注意してチラ
っと窓ガラスに注目～ヾ(≧▽≦)ﾉ

今年の抱負を並々ならぬ決意表明！！

ケーキおいしくいただき大満足

