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今年も 10 月 18、19 日の 2 日

間、宇和島市総合福祉センター

の 4 階ホールで作陶展を開催し

ました。 

 この作陶展では、陶芸を通じ

て 1年に 1度、八つ鹿工房の各事

業が力を合わせ、利用者さんの

作品を持ち寄り開催しています。

今年は、「輪」というテーマのも

と、各事業所が色々と趣向を凝

らし会場を飾り付けました。 

 来場していただいたお客様には、たくさんの心優しいお声を掛けていただき、利

用者さんも笑顔で対応する姿が見られました。 

 また、新たに始めた八つ鹿うどんの試食と販売もおこない、予定数量を完売する

大盛況となりました。 

 今後も、ご来場頂いた皆様のお言葉や笑顔を励みに、利用者、職員一同頑張って

いきたいと思います。 

                                 

                                                                   
 

消防署員４名の見守りのもと、地震発生後に出

火したとの想定で訓練を実施しました。職員の

誘導のもと、利用者の皆さんも真剣な表情で訓

練に取り組んでいました。 

消火訓練では水消火器を使用し、使い方や消

火方法について、消防署員の方々の丁寧な指

導のもと、理解を深めました。質疑応答の際に

も、分かりやすく回答を頂き、利用者の皆さんも

熱心に耳を傾けていました。避難方法についても消防署員の方か

らいくつか提案を頂き、今後の実践に活かして行きたいと思いま

す。消防署員の皆さん本当にありがとうございました。今後ともご

指導よろしくお願いいたします。 

 
 

 

今年も宇和島市手をつなぐ育成会主催のふれあいクリスマス会に参加しました。

今回の出し物は、ＡＫＢ４８の「３６５日の紙飛行機」に合わせて手話ダンスをしました。

この曲は、朝から元気になれる前向きな歌詞とのびやかなメロディーで、皆さん練

習中も楽しみながら行えていたように思います。八つ鹿工房全員が力を合わせて

堂々と披露することができました。他施

設の方も飛び入りで参加して下さり思い

出に残るクリスマス会となりました。 

また、今回八つ鹿工房を代表して司会

を務めた立花誠さん・長尾希美さんが立

派に会を進行してくれました。お疲れ様

でした！最後に参加者全員で行ったプレ

ゼント交換に加え、手をつなぐ育成会よ

り、素敵なプレゼントをいただきました。

毎年ありがとうございます。たくさんの

プレゼントを抱えて、皆さん大喜びの 1 日

となりました。 

 

  

 

 
 

日に日に秋の色濃くなってき

たこの日、利用者３９名、職員１５

名で社会見学研修旅行に行って

きました。今年は「香川県の魅力

再発見の旅」と題し、１０年前にも

訪れたニューレオマワールドや

うどんの製麺工場見学等を行い

ました。 

 初日に訪れた「ニューレオマ

ワールド」では、キャラクターショ

ーやジェットコースターなどのア

トラクションを班に分かれて楽し

みました。ホテルは、１０年前にも泊まった琴平にある琴参閣という大きなホテルでし

た。利用者の皆さんと露天風呂に入って１日の疲れ

を癒し、夜は恒例のカラオケ大会に抽選会と大いに

盛り上がりました。 

 翌日は、讃岐うどんの製麺工場を見学し、讃岐う

どんの定義や出来る工程を班に分かれて勉強しま

した。その後は西条市の鉄道歴史パークで様々な

車両の展示を見学しました。間近で新幹線などの車

両を見て、皆さん、とても興奮されている様でした。

２日間、怪我をされた方もなく終えることが出来、

皆さん、また一つ楽しい思い出が増えた事と思い

ます。 

 
                

真珠会館にて、利用者・保護者・理

事・評議員・講師・ボランティア・職員

等、総勢９３名参加の年末交流会が盛

大に開催されました。 

年末で退職した薬師神津一施設長

の挨拶、また、新年より施設長に着任

した桑原秀樹氏の挨拶に始まり、バカ

殿・変なおじさんの仮装をした職員に

よるゲーム大会や利用者さんたちに

よるカラオケ等大いに盛り上がり、皆

さん楽しく交流を深めることができま

した。真珠会館のスタッフの方々はじ

め関係者の皆様本当にありがとうご

ざいました。 
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ニニュューースス  

この度、理事長に就任いたしました。 

八つ鹿会設立以来、早くも十六年が経過いたしましたが、障害福祉サービス事業等を中心

に大きく発展しており、大変嬉しく存じております。今後は、皆様方のご指導ご支援をい

ただきながら、利用者の意向を尊重し、多様な福祉サービスが総合的に提供されるよう、

創意工夫を行い、自立した生活を地域社会において営むことが出来るよう、役・職員一丸

となり取り組んで参りたいと考えております。 

 楽しい会話が聞こえ笑顔のこぼれる施設づくりに努めます。どうか「八つ鹿工房和霊」

「八つ鹿工房高光」をよろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

施設長  桑原 秀樹 

                     就任のご挨拶 

 

八つ鹿工房和霊及び高光のご利用者をはじめ、ご家族、地域の皆様方等、関係者の皆様には、平素より

当施設に対し温かいご支援、ご協力を賜り心からお礼を申し上げます。 

 このたび、平成 28 年 1 月 1 日付で施設長を拝命いたしました桑原秀樹（くわばらしゅうき）と申します。 

 永年に亘り、当施設発展のためにご尽力いただいた薬師神施設長の後任ということで、その職責の重大

さに身の引き締まる思いでございます。 

 昨今の福祉事業を取り巻く環境は、めまぐるしく変化しておりますが、安全、安心という危機管理意識

と客観的な感覚を持ちながら、利用者の皆様が健康で笑顔いっぱいに過ごしていただける施設となります

よう、職員と共に努力して参りたいと思っております。 

 今後共、ご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げ挨拶とさせていただきます。 

  

年末交流会を開催しました！ 

 

日時 平成２７年１２月１８日 

場所 真珠会館 

社会見学研修旅行に行きました！ 

 

[文書の引用文や注目すべき箇所

の要約を入力してください。テキ

ストボックスは文書のどの位置

にも配置できます。抜粋用テキス

トボックスの書式を変更するに

は、[描画ツール] タブを使用しま

す。] 

 

日時  平成２７年１０月１８・１９日 

場所 宇和島市総合福祉センター 

 

防火・防災訓練を行いました 

 

日時 平成２７年９月３０日 

場所 八つ鹿工房和霊・高光 

ふれあいクリスマス会に参加しました！ 
 
日時 平成２７年１２月１７日 

場所 宇和島市総合福祉センター 

日時 平成２７年１０月２９・３０日 

場所 香川県 

を開催しました！ 



       

                    

 

 日中一時支援事業では、今

年もクリスマス会を行いまし

た。クリスマスソングを聴きな

がら、みんなで部屋の飾りを

作って飾り付けをし、ビンゴゲ

ームで盛り上がりました。サン

タさんも駆けつけてくれ、ひと

りひとり手渡しでプレゼントを

もらって大喜び、とても良い表

情を見せてくれました。 

この日は、お誕生会、そしてお餅つきと大忙しの 1

日でしたが、子供たちが、元気にハッピーバースデイ

の歌を歌ったり、杵を持って一生懸命お餅をついた

り、楽しく過ごすことができました。 
冬休みは、短くてあっという間でしたが、これから

も季節の行事等みんなで楽しく取り組んでいきたい

と思います。 

 

       

今年も中畑理事・山下理事と丸穂

牛鬼保存会の皆様のご厚志により「も

ちつき」を行っていただきました。利

用者の皆さんもこの日を心待ちにし

ていました。「よいしょ！・よいしょ！」

のかけ声に、皆さん力いっぱい杵をふ

りおろし、年に１度のつきたてのおもち

の美味しさに舌鼓を打っていました。 

ご協力頂いた関係者・保護者の皆

様ともこの行事を通じて交流するこ

とができ、楽しい時間を過ごすことが

できました。本当にありがとうござい

ました。 

 

 

 

 
 

新年最初の行事として、八つ鹿工房成

人式を行いました。 

今年は男性 3人女性 1人、合計４人もの新

成人がおり、八つ鹿工房 和霊・高光の皆

でお祝いをしました。 

まず理事長、施設長からお祝いの言葉

を頂き、続いて利用者代表の野田さんが

「みなさんの若さに期待しています。」と

お祝いの言葉を贈りました。 

それに応えて、新成人代表の佐々木大豪

さんより「感謝の気持ちを忘れずに、元気

に明るく歩んでいくことを誓います。」と

力強いお礼の言葉がありました。 

最後は、新成人の皆さんのこれからの

人生が素晴らしいものになるよう、願いを

こめて「365 日の紙飛行機」を皆で歌っ

て、楽しく清々しい成人式となりました。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ご寄付 

 

今後の行事予定 

 

 

 

日時 平成２７年１２月２５日 

場所 八つ鹿工房和霊 
日時 平成２７年１２月２５日 

場所  ふれあいルーム 

ククリリススママスス会会を行いました♪ 

～日中一時支援事業の冬休み～ 

 

 

 

 

    

 

 

 

を行いました！ 

 

就職が決まりました！ 

就労移行の佐々木大豪さんが、約１ヶ月間の職場体

験実習を経て、宇和島地区広域事務組合 特別養護

老人ホーム美沼荘さんに就職されることとなりまし

た。いつもあかるくて、ムードメーカーの大豪さんでし

たが、これからも職場の中でその魅力を存分に発揮

して、お仕事がんばって下さい。本当におめでとうご

ざいました！ 

 

を行いました！ 日時 平成２８年１月９日 

場所 住吉公民館 

この度、１１月末に西蔭支援員、１２月末に薬師神施設長・

明神支援員が退職されました。お三方とも永きに亘り、

ご尽力いただきました。本当にお疲れ様でした。 

 

新しい利用者さんを紹介します！ 

 長尾
な が お

 聖也
せ い や

さん 
（就労継続支援Ｂ型） 

鶏肉料理が大好きです。

スポーツも好きです…

が、体が言うことをきき

ません…でも、頑張りま

す！ 

 片岡
かたおか

 良
りょう

平
へい

さん 
  （生活介護） 

初めてこういう施設に

入って、頑張ることをみ

んなから教わりました。

これからも頑張ってい

こうと思います。 

 浦田
う ら た

 正昭
まさあき

さん 
（就労継続支援Ｂ型） 

 

八つ鹿工房を選んだ理

由は、なんたって食事が

美味しかったことです。 

嫌いな焼き魚もとても

美味しく、残さずいただ

くことができました。 

あと、とても家からの距

離が近いこと。歩いて 5

分、走って３分以内なの

で…。 

利用者さんも職員さん

も良い方達だと実感し

たので。 

2 月  節分 

3 月  防火・防災訓練 

 

１０月  作陶展 

社会見学研修

旅行 

１１月  みかん狩り      

第４０回わたぼうし音楽祭におい

て、利用者みんなで作ったオリジナル

曲「ここにいるから」を歌って、「ナイス

ハート賞」「奈良市長賞」を受賞したこ

とが評価され、この度、宇和島市より

「宇和島大賞」をいただけることとな

りました。 

２/22（月）に利用者・職員の代表者

で授賞式に参加する予定です。 

関係者の皆様、本当にありがとうご

ざいました。 

新しいスタッフを紹介します！ 

  水上
みずかみ

 梨
り

江
え

 
（就労継続支援Ｂ型） 
ものつくりが得意です。 

みなさん、よろしくお願い

します！ 

  長山
ながやま

 文子
あ や こ

 
 （日中一時支援） 
体力には自信があります。

ツーリングも大好きです。 

みなさん、よろしくお願い

します！ 

  福島
ふくしま

 麻
ま

矢
や

 
（生活介護） 

1 月から、八つ鹿工房の仲

間入りをさせていただき

ました。これから、みなさ

んと元気一杯、笑顔一杯で

がんばりたいと思ってい

ます。よろしくお願いしま

す！ 

八つ鹿工房にご支援いただき、 

誠にありがとうございました！ 

もち米 

・作道 肇  様 

・三好 利行 様 


