
大変遅くなりましたが、 令和 2 年度最初の 「OH ！ Yatta」 をお届けします。

世界中を未曽有の状態にした感染症は様々な影響を及ぼしています。 当施設でも緊急事態宣言前後に

「在宅支援」 の取組みや、 入居者へ 「外出の自粛」 を強いらなければならない状態であり、 世界中でイ

ベントの中止や学校が休校になる等の措置が取られました。

当施設の就労支援事業にとっては、 施設で作業が出来ないという事は工賃 （給料） が入らない事を意

味します。 終息をする予測が立たない中最大限の 「感染拡大防止対策」 を施し、 6 月にやっと再開をしま

した。 手洗い ･ うがいなどのスタンダードプリコーションはもちろん、 ソーシャルディスタンスや会議のあ

り方など、 職員と共に知恵を出し合い進めております。

残念ながら感染拡大を 「止める」 は難しいです。 かといって闇雲に全てやめる、 無くすという様に考え

るのではなく、 感染拡大防止策や日々の予防を徹底しながら、 何が実施できるかを考えていきたいと思い

ます。 トヨタ自動車の社長の様に 「過去に時間を使うのではなく、 これからに時間を費やす」 を念頭に、

これからも安定的な施設運営を目指していきたいと思いますので、 みなさまのご理解とご協力をお願いい

たします。
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施設長　市原　純哉

　新型コロナウイルス感染のパンデミック （世界的流行） に加えて、 インフルエンザの流行が懸念される季節

になってきました。 インフルエンザは言うまでもなく風邪症状とは違い、予防と早期発見、治療がとても重要です。

予防方法は手洗い・アルコール消毒・うがい・マスクの着用で、新型コロナウイルス感染と予防方法は一緒です。

また、 10 月 1 日からインフルエンザ予防接種が医療機関で始まりました。 以下の事をふまえて、 医師の説明

をよく聞いて接種することをお勧めします。

○効　　　果 ： ワクチンで完全に感染を抑える事は出来ません。 ワクチンの一番の効果は肺炎や脳症等の重

　　　　　　　　　症化を予防する事です。

○副 作 用 ： 風邪症状、 微熱、 倦怠感、 接種部の腫れ、 痒み等

○摂取時期 ： ワクチン摂取 2 週間後から免疫が上昇し、 効果は 5 ヶ月程度と考えられているので、 出来れば

　　　　　　　　　11月中、遅くても12月初旬までに済ませて下さい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（松下記）
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　今年もお歳暮のカタログ販売をいたします。 全国の障がい者施設で製造している商品を多数取り揃えておりま

す。 いずれも高品質の商品となっておりますのでぜひご利用ください。

おすすめ！！上州牛のドイツ風ローストビーフ

正味 400 ｇブロック１個、 ソース、 西洋わさび入り化粧箱入り

有名デパートの通販商品を格安でお届けします。

配送日時を指定できます。

夜間は２１時までの配送指定が可能です。

詳しくは、 お歳暮カタログをご覧ください。

カタログのご請求 ・ お問い合わせ 03-5849-2028

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ギフト担当係）

お歳暮カタログお歳暮カタログ

障がいのある人たちが働く施設で生産されています
　ご好評いただいております、 ココファーム ・ ワイナリーのワインの通信販売
を請け負っております。
　九州 ・ 沖縄サミットの晩餐会や洞爺湖サミットの総理夫人夕食会にも使わ
れたワインです。

農民ロッソ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 2,020 円 （税込）

こころぜ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1,820 円 （税込）

Ashicoco ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1,820 円 （税込）

年賀状準備の季節になってきました。
今年はコロナ対策のため、 年賀状はすべて郵送いたします。
送料は施設が半額負担し、 代引き手数料は無料です。
ぜひ今年も年賀状は大谷田就労支援センターで！！

ワイン販売

年賀状販売

ワイン販売

年賀状販売

感染症のシーズン到来感染症のシーズン到来
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今年の 4 月より、 大谷田就労支援センターでは新たに神明障がい福祉施設の清掃作業を行い始めました。 背

負い式の掃除機を導入することで、 清掃作業は難しいかもというイメージの車いすの方にも作業に入っていただき

ました。

今後も、 今あるものだけで考えるのではなく、 アプリや機械などを活用しいろいろな作業を受注することで利用

者の皆様の工賃向上や就職につなげていけるように取り組みを実施していきたいと思います。

また、 感染症の影響で軽作業などの受注が激減し前年度よりも売上が下降気味になっております。 年末年始に

向けて大谷田就労支援センターでは、 「冬のギフト」 や 「年賀状販売」 に力を入れていきますので、 機会がありま

したら是非ご用命のほどよろしくお願いいたします。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（関口記）

清掃作業
● ● ● 新職員紹介 ● ● ●

旧職場又は業界：神明障がい福祉施設

好きな事・食べ物：知らない場所に旅行へ行くこと、 揚げたての

コロッケ

皆さんへメッセージ：異動当初から笑顔で話しかけてくれる方が

多く、 元気をもらいながら仕事をしています。少しずつ皆さんにお

返しができるように、頼りになる楽しい職員を目指していきます。

今後とも宜しくお願いします。

副主任支援員

石井 　薫さん

旧職場又は業界：大学生 （社会福祉学部）

好きな事：料理・ゲーム

好きな食べ物：ラーメン・パン屋さんのパン

皆さんへメッセージ： 4月より新卒で働かせて頂いています。

分からないことばかりでしたが、利用者の皆様に教えていただき

ながら、少しずつできることが増えてきました。

「ありのまま」 の皆さんが 「のぞみ」 に向かって進んでいけるよう、

全力で支援できればと思っています。

まだまだ足りない部分ばかりですが、これからよろしくお願いします。

支援員

中野　航輔さん

旧職場又は業界：ヤクルトレディー （本郷にて）

好きな事：お酒大好き。今は健康の為に控えています。

皆さんへメッセージ：福祉の仕事は初めてで質問する事が多い

と思いますが、何が一番ベストか考えて行動できるように頑張り

ます。皆さんよろしくお願いします。

支援員

三澤　里美さん

旧職場又は業界：美容医療業界 （人事職）

好きな事・食べ物： 　たくさんありますが、今はダイエットに執心

中です！

皆さんへメッセージ： 　大谷田に事務として入職いたしました丹野

です。

強面で身体が大きいのでとっつきにくいかと思われますが話してみ

ると意外と良い奴です！よろしくお願いいたします !

事務員

丹野　聖也さん

当センターでは昨年度に引き続き、 東洋大学志村ゼミの皆さんと交流を行っています。 このコロナ禍で実際に

お会いすることはできませんが、 Zoom などのビデオ ・ Web 会議ツールを活用しながら Web 上にて交流を図ってい

ます。

学生の方と一緒にゲームやお話をしながら、 まずはお互いについて知ることからスタートし、 回数を重ねる中で

利用者の方が自身の仕事説明や施設の紹介動画を作成して紹介するなど様々な内容で交流を図っています。

利用者の方は当初、 自分のこと、 考えを発言するのに躊躇する様子も見られましたが、 交流授業を重ねるごと

に積極的になり、 自発的な発言や意見も増えている様子が伺えます。

今後は 「スペシャルオリンピックス日本 オンラインマラソン 2020」 に学生の方とチームを組んで参加し、 走行

距離世界一周を目指していく予定です。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（桑原記）

東洋大学志村ゼミの皆さんとの交流

あいのわ福祉会ＳＮＳはじめました ！

#あいのわ福祉会　で検索

フォローしてね
あいのわの今を発信します Ｆｏｌｌｏｗ Ｍｅ！！


