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第二成人寮 バランスボール活動

門松
さつき会様の協力で成人寮にて飾る
第二成人寮、かがやきにも飾ってもらいました

あゆみの部屋 体力づくり風船バレー
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　あゆみの部屋のパン販売は、淡路島の地域性から店舗を構えず移動販売中

心で行っています。今まで走行距離が約20万キロと傷みが激しい車を酷使してい

ましたが、このたびヤマト福祉財団様から補助をいただき新調するはこびとなりまし

た。デザインは食パン「淡雲」でお世話になったCUADRO様によるものです。荷台

にはピンク色の下地にパンのイラストが施され、リアには「淡雲」のロゴが光ってい

ます。淡路島は路線バスをはじめとして各種バスの派手なラッピングで有名です

が、それに勝るとも劣らないインパクトに、発注先の工場からこの車を自社のホーム

ページに掲載させてもらえないだろうかとの申し出があったほどです。

　移動販売車は12月から島内デビューしています。これからも皆様においしいパン

をお届けしていきますので、街で見かけた時は応援をお願いします。

「移動販売車の新調」
　令和3年10月31日に令和3年度の五色精光園みんなの集いを行いました。今年も昨年に引き続き、職員と利
用者様だけで行いました。毎年恒例の和太鼓「響」の演奏や各事業所の出し物(曲に合わせてのダンス、劇)を
みんなで見ました。早く新型コロナウイルスが収束し、笑顔がたくさん見ることができる行事が出来るようになれば
いいなと思う半日でした。

「五色精光園 みんなの集い」
令和3年度

恒例！
五色精光園和太鼓「響」による
オープニング

マツケンサンバのリズムに乗って
楽器演奏とダンス

曲「虹」に合わせて
ハンドベルとダンス

みんなで阿波踊りを
踊りました！

劇「ドラえもん」
タケコプターで助けてドラえもん！

各出し物に表彰状授与
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　成人寮では、全体行事が難しい時期が続いたため、各ユニットで工夫をして活動をしてきました。7月
27日におばけカフェを実施し、気分転換と共に、夏を感じてもらい、おやつをみんなと一緒に食べまし
た。また、他のユニットでは、11月2日に洲本市商品券を使って「割烹はと」さんの協力で出張懐石料理を
提供し、非日常感を体験してもらいました。そして、別のユニットでは11月25日に収穫したサツマイモを
バーベキューコンロで焼いておやつとして食べました。これからも日中活動を充実できるように支援し
ていきます。

　9月27日、第2成人寮ではバーベキュー＆花火大会を開催しました。バーベキューでは、炭火で焼いた淡
路牛を夕食時に提供しました。利用者様には、笑顔で食事を楽しんでもらえました。
　夕食を終えると、次に花火大会を実施しました。安全に配慮しながら、利用者様と手持ち花火や、打ち上
げ花火を楽しみました。色鮮やかな花火を眺め、少し遅れた夏の風物詩を味わうこともできました。

　あゆみの部屋事業所では、みんなで楽しみながら体力作りができるよう、風船バレーを行っています。
身体を動かすことの苦手な利用者様も参加していただけます。また、季節に応じた行事も行っています。
写真は７月の七夕行事の様子です。願い事を短冊に書き、みんなで飾り付けを行いました。コロナ禍のた
め制約がありますが、工夫して活動を行っています。

１１月１２日に、生活介護の利
用者様は、あわじ花さじき
へバス外出に出かけまし
た。コスモスなどの花がたく
さん咲いていました。偶然
にも、虹が出ており歓声が
上がる一幕もありました。感
染症対策を取りながらの外
出ではありましたが「楽し
かったよ」「また行こう」な
ど多くの笑顔と喜びの声が
聞かれました。コロナ禍に
より活動を制限されている
中ではありますが、今後も
利用者様のご希望に添える
ような活動を行っていきた
いと思います。

各事業所の日中活動の様子各事業所の日中活動の様子
成人寮

第２成人寮

あゆみの部屋事業所

コスモス事業所

「日中活動の様子」

「バーベキュー・花火大会」

「日中活動の様子」

「あわじ花さじき」バス外出  ～生活介護～

焼き芋会割烹料理体験おばけカフェ
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http://www.hwc.or.jp/seikouen/

社会福祉法人 兵庫県社会福祉事業団
成人寮
〒656-1332 兵庫県洲本市五色町広石北847
TEL 0799-35-0231 FAX 0799-35-0844
メール seikouen@athena.ocn.ne.jp

第２成人寮
〒656-1337 兵庫県洲本市五色町下堺1062-3
TEL 0799-35-0326 FAX 0799-35-0725
メール goshikidainiseijin@gaea.ocn.ne.jp

コスモス事業所
〒656-0042 兵庫県洲本市池内1248-6
TEL 0799-23-1421 FAX 0799-23-1422
メール cosmos-sumoto@solid.ocn.ne.jp

かがやき
〒656-1331 兵庫県洲本市五色町都志大日707
TEL 0799-33-1192 FAX 0799-33-1191
メール kagayaki@sand.ocn.ne.jp

くにうみの家
〒656-0013 兵庫県洲本市下加茂1-6-63
TEL 0799-38-4192 FAX 0799-38-4193
メール kuniuminoie@snow.ocn.ne.jp

あゆみの部屋事業所
〒656-1317 兵庫県洲本市五色町鮎原小山田510-7
TEL 0799-32-0400 FAX 0799-32-0410
メール ayuminoheya@canvas.ocn.ne.jp

五 色精光園

相談支援事業所、淡路障害者就業・生活支援センター
〒656-0013 兵庫県洲本市下加茂1丁目6-6(特別養護老人ホームくにうみの里内)
TEL 0799-38-6181 FAX 0799-38-6182
相談支援：s-soudan@galaxy.ocn.ne.jp
就業・生活支援センター：goshiki_chiiki@hwc.or.jp

パン工房
あゆみ

贈答品も承っております。
パンフレットも用意して
おりますので、
お気軽にお問い合わせ下さい。

〒656-1317 洲本市五色町鮎原小山田510-7
TEL 0799-32-0400　FAX 0799-32-0410

　国内でコロナ感染者が発生してから約２年が経過しました。国内で
の感染者は令和3年8月をピークに減少しているものの世界的には感
染が再拡大している国も見られ依然として予断を許さない状況が続い
ております。「止まない雨はない」と言いますが、続く長雨に辟易とされ
ている方も多いのではないでしょうか？今年は五色精光園をご利用い
ただいている皆様にも多大なご負担をおかけした年となりましたが職
員一同、続く長雨の中でも利用者の皆様が健やかで希望を持って日々
の生活が送れるよう邁進していく所存です。今後もご指導、ご鞭撻を賜
りますようよろしくお願い申し上げます。

焼き菓子

ご
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文
は
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話・F
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で
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り
ま
す

五色精光園あゆみの部屋事業所
〒656-0042 洲本市池内1248-6

TEL 0799-23-1421　FAX 0799-23-1422

五色精光園 コスモス事業所

手作りで優しい味のクッキー10種類、
カップケーキ3種類。

神戸で人気の老舗「イ
スズベーカリー」の井
筒大輔シェフが監修し、
淡路島牛乳をふんだ
んに使用した食パン
淡雲「あわぐも」が誕
生しました！
お気軽にお問い合わ
せ下さい。

1本 
400円（税込）

　11月15日、第13回スウィーツ甲子園に参加しました。コロナ禍の影響で作業が激減する中、県のアドバイザー
派遣事業により、神戸イスズベーカリーの井筒社長に助言をいただくことができました。その中で生まれたのが食
パン「淡雲」です。グランプリとはいきませんでしたが、これからもお客様の笑顔と利用者様の頑張る姿を励みに
益々精進していきたいと思います。

スウィーツ甲子園に参加してスウィーツ甲子園に参加して

カニシーズ
ン

真っ只中！

浜坂温泉保養荘浜坂温泉保養荘
0796-82-36451

〒669-6702 兵庫県美方郡新温泉町浜坂775
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