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過し、大きな声の挨拶が毎日
聞かれるようになりました。
日々の事業所業務を確認し
ていく中で強く感じたことが、
どうしたら皆が気持ちよく働
ける環境が整備できるのかと
いうことでした。職場を整理
整頓することで、職員の休憩
場所が確保できるのではない
か、その他業務全般を見直し、
整理整頓することで無駄をな
くし、効率化を図ることで、
気持ちよく働ける。そして、
良い利用者支援が実現できる
のではないかとの思いから、
５Ｓ活動、Ｑ Ｃ活動を導入い
たしました。
十月から始まった活動は、
まだ動き始めたばかりですが、
各事業所の整理整頓が進み、
よい環境での職員業務の遂行、

謹賀新年
年頭のご挨拶
社会福祉法人 広済会
理事長 石倉 信男
平成三十年
新年あけまして
おめでとうございます。
当法人の理事長として初め
て迎える新年に身の引き締ま
る思いです。
理事長就任後、最初に職員の
皆様にお願いしたことは、
『大きな声ではっきりと挨拶
のできる法人職員であれ』と
のことでした。挨拶はお互い
のコミュニケーションのはじ
まりであり、利用者様、地域
の皆様にも前向きな姿勢が体
現できるものです。半年が経

利用支援の実践がはかられつ
つあるようです。今後は小集
団活動を活発に行っていただ
くことで、職員の皆様が、気
づき、考え、実践する習熟し
た職員集団になっていくこと
を期待するとともに応援して
いく所存です。

社会福祉法人の改革が求め
られる、今できることを法人
一同で、実践していくことを
お約束して年頭のご挨拶とさ
せていただきます。

本年もどうぞ
よろしくお願い申し上げます。
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事 業 所 だ より
今回のテーマ「食」

つつじＫｉｄｓ クラブ
「たのしいおやつ」
キッズクラブでの「おやつ」
は毎日の食事の中のほんのわ
ずか、一部分でしかありませ
ん。だからといって何でもい
いという事ではないと思いま
した。
キッズに来ている方には偏
食があったり、こだわりがあ
ったり様々です。市販のお菓
子でも決まった物だけしか食
べない、食べられない方もい
ます。しかし、色々な食べ物
を味わって頂きたい、色々な
経験をしてもらいたいと考え
手作りのおやつになりました。
食を楽しむことは生活を豊か
に楽しくすること。ならば楽
しさも味わってもらおうと子
ども達にお手伝いをしてもら
うことにしました。ほんの少
しだけでも、見ているだけで
もその人なりに楽しんでもら
い様々な形で関わり「うれし

い」「おいしい」といった感
情を経験してもらえればと思
いました。
学校から戻り短時間ででき
るメニューを月に二回位、な
るべく全員が参加できるよう
に曜日を変えて行っています。
メニューの一例を紹介します。
・七夕でフルーツポンチ
包丁を使ってバナナ
を切りました。
・かぼちゃの茶巾絞り
つぶしてラップでく
るんで色んな形が出
来ました。
・餃子の皮でピザ
プランターで育てた
ミニトマトを入れま
した。トッピングが
楽しかったです。
・十五夜のさつま芋団子
団子作りは得意です。

季節の行事に合わせたり、
旬の果物などの食材を加えて
これからもいろいろ考えて行
って行きたいと思っています。
渡辺淳子
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つつじヶ丘相談支援事業所
では、法人以外の通所事業所
を利用している方もご契約さ
れており、定期的なモニタリ
ングなどで訪問させていただ
いています。その中で今回は
食品を中心に製造販売してい
る「けやき」さんと「セルプ
わたらせ」さんの自主生産品
を紹介させていただきます。
けやきさんは、新里町内に
あり、農作業を中心に行って
いる事業所です。ナスやチジ
ミほうれん草などを中心に多
種の野菜を育てており、とり
たての野菜を購入することが
出来ます。訪問の際は、つい
「晩ごはんのおかずに」とい
う場面も多いです（笑）

三和会のセルプわたらせさ
んでは、パン製造販売を行っ
ている「かおり」というパン
屋さんがあります。桐生市相
生町の住宅街の一画にありま
す。訪問の際、駐車場に着く
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このような形で私達、相談
員はいろいろな事業所へ訪問
することで各事業所の自主生
産品を知り、特徴を理解する
ことが出来ると思います。今
後、利用者さんのご希望に合
う事業所を紹介出来るように、
他事業所への見学や訪問等を
行っていきながら、よい情報
提供が出来るように、取り組
んでいきたいと思います。
諸星亜弓

塩豆うぐいすパンがお勧めです♡（笑）

なり ……
「いい香り〜♪」が
して来ます。

気持ちが負けてしまい買わず
にいられなくなり、気が付く
とトレーとトングを持ってい
ることもよくあります …
（笑）
他のパン屋さんよりお安く安
心価格で購入出来ます♫

どれも美味しいそう(^▽^)/

つつじヶ丘
相談支援事業所
「食と事業所訪問」
このタイトルを聞いて「な
んだろう？」と思った方がい
ると思います。
相談支援事業所では、ご存じ
の通り、福祉サービスを利用
するための計画作成による受
給者証申請のお手伝いとサー
ビス提供状況を確認するモニ
タリングの業務を行っていま
す。
今回の機関紙のテーマは「食」
との事で、相談支援事業所と
して、どんな事があるのか考
えました。その中で、今回は、
就労継続Ｂ型支援事業所を訪
問した際の事をお話したいと
思います。
就労継続Ｂ型支援事業所で
は、受託作業を行う事業所も
あれば、事業所独自の自主生
産品を製造販売するところも
最近では多いのが現状です。

利用者の皆さんが頑張って作っています★

つつじヶ丘ホーム
「ホームの献立」
つつじヶ丘ホームは、現在
七ホームあります。ホームで
は、朝食と夕食を提供するこ
とを基本としていて、ホーム
毎の利用者の方の年齢や健康
状態、嗜好に応じて、世話人
が献立を立てて提供していま
す。昼食に関しては、平日は、
各事業所や職場のお弁当を食
べる方もいれば、自分でお弁
当を作って持っていく方もい
ます。休日の昼食は、スーパ
ーやコンビニに自分で出かけ、
自由に購入して食べていただ
いています。利用者の方の休
日の楽しみの一つとなってい
るようです。今回は、ゆうあ
いホームにスポットを当てて
食事のメニューや様子を細か
く紹介していきたいと思いま
す。
ゆうあいホームでは、朝食
のメニューは、支援員が利用

者の要望も踏まえたうえで健
康状態や年齢に合わせた献立
をたてており、平日の夕食は、
ヨシケイの材料宅配サービス
を利用して提供しています。
休日の夕食については、その
日の朝に利用者の方の要望を
伺い、出来る限りその要望に
沿ったメニューを提供するよ
う心掛けています。また、ホ
ームには栄養士や調理員とい
った専門の方がいないので、
なるべく家庭に近い感覚で時
期のおいしいものをメニュー
に取り入れ、家庭の母のよう
に栄養バランスには気を配る
ことを心掛けています。ただ、
業務として行っているので衛
生管理には常に注意を払って
います。（手洗いの徹底や賞
味期限の管理など。）
ゆうあいホームの利用者の
方は、好き嫌いを言う方は、
ほとんどいません。そして、
男性利用者の方たちなので唐
揚げやコロッケなど揚げ物を
好む方が多くいらっしゃいま
ご飯、卵焼き、納豆、味噌汁、
ピーマンともやしの炒め物

夕

ご飯、豚肉のおろしソース、
かぼちゃとマカロニのサラダ、味噌汁

朝

パン、ポテトサラダ、ミニトマト、豆乳、ハンバーグ、
ホットコーヒー

夕

ご飯、サケのレンジ蒸し、生揚げのごまみそ炒め、
味噌汁

朝

ご飯、魚、ひじきの煮物、味噌汁、バナナ、漬物

夕

ご飯、サケフレーク、納豆、味噌汁、
小松菜と舞茸の油揚げの煮物

朝

ご飯、牛サイコロステーキ、べーじゃが、リンゴ

す。利用者の方はいつも残さ
ず食べており、食べ終わると
必 ず「 今 日 も お い し か っ た よ」
と声を掛けてくれます。それ
が職員にとって大きな励みに
なっています。食事は、利用
者の方にとっても、毎日の楽
しい、大切な時間です。今後
利用者の方の健康を一に考え
ながらも利用者の方のご要望
に応えられるような食事を提
供していければと考えていま
す。
大川知詠子
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ご飯、温泉卵、漬物、味噌汁、
キャベツとさつま揚げの煮物

夕

ちゃんこ鍋、うどん、柿

朝

惣菜パン、ヨーグルト、カップスープ、野菜ジュース

夕

カレー、みかん、サラダ、茶碗蒸し

日

朝

土

朝

金

鶏マヨ唐揚げ丼、落とし卵のスープ、漬物

木

夕

水

ご飯、サケフレーク、納豆、味噌汁、
小松菜と舞茸の油揚げの煮物

火

朝
月

夕 ご飯、親子煮、味噌汁、こんにゃくのきんぴら、もずく

クローバー
「ランチの日」
クローバーでは、毎月一回
ランチの日があります。ラン
チの日は、毎月一回、職員と
利用者さんが当番制で、全員
分のカレーライスを作ります。
前日に買い物に行き、当日は、
食材を切って炒めて、調理を
行います。
お昼近くになると、クロー

バー内にいい匂いが立ち込め
てきます。
お昼の時間になると、皆さ
ん一斉に食堂に駆け込んで自
分の席に座ります。職員、利
用者さん全員揃ったら、当番
利用者さんが「頂きます」の
挨拶と共に食事開始です。男
性利用者さんは、すごい勢い
で食べ、おかわりに向かいま
す。
ランチの日は、毎月こんな
光景が見られます。なんとも、
微笑ましい光景です。ある利
用者さんが言っていました。
こんな美味しいカレーライ
スはクローバーにしかない。
その方は、毎月同じ事を言い
ます。
個人的にも、飽きる事無く
美味しく感じられます。
なぜでしょう？
まず、調理する人が毎回違
う事、集団で同じ物を食べる
喜び、万人受けするカレーラ
イスの力？
さて、話は変わりますが、

私は春の異動で十二年振りに
クローバーに戻ってきました。
当時も現在のような調理支
援があり、利用者さんに好評
だった事を思い出しました。
協力して調理し、皆で食事を
する。すごくシンプルな事で
すが、最高の支援であると思
います。
今後も、クローバーでは毎
月一回、利用者さんの笑顔が
溢れる昼食が続きそうです！
飯島貴輝
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わーくキッズつつじ
「食べ放題の衝動」
「食べ放題」と耳にすると、
私はすぐに「元を取らなきゃ」
と意気込んでしまいます。し
かし、「元を取る」を目的と
してしまうと、限界を超えて
食べたり、単価の高いものば
かり頼んだりとその発想は
「自分が損をしない様に店か
ら奪おう」というもの。その
結果、苦しくなって気分を悪
くしたり、場合によっては吐
いたり、余計なカロリーを溜
め込んだりそうやって自分に
返ってくるのです。
では、「元を取る」のは可能
なのか？
厳密にいうと、食材の原価
に加えそれを調理する人の人
件費、光熱費など諸経費を客
が払う代金から抜いたものが
店の利益なのだとしたら、私
たち消費者側が支払うお金は、
食材の原価および人件費プラ
ス粗利分となり、食材の原価

だけで支払った金額分にしよ
うとするのはやはり不可能だ
と思うのです。
では、実際の原価はどのく
らいなのか、調べてみました。
あくまでも平均値ですが、焼
肉の場合、食べ放題の定価２
０００円の場合、原価は７０
０円程度で定番のカルビに至
っては十グラム７０円〜１５
０円。原価率の高いお肉では
豚トロ百グラム２００円だそ
うです。次に原価率が高いの
が、野菜です。鮮度命で保存
がきかなく天候により価格変
動があるからです。また、セ
ットで頼みがちなドリンクバ
ーですが、こちらもビール中
ジョッキ１６０円程度、チュ
ーハイ・サワーは、３０円〜
５０円ソフトドリンクは、２
０円炭酸に至っては、１５円
程度だそうで果汁系の飲み物
が３０円なのでお勧めだそう
です。そして、ケーキバイキ
ングにおいては、定価、１４
００円に対し原価はケーキ一

個６０円程のようで二十四個
食べれば元が取れる計算にな
ります。しかし、そんなこと
を計算しながら食べていたら
おいしい食事はできませんよ
ね。
では、食べ放題を提供する
価値は何でしょう。私の思う
には、「値段を気にせず、好
きなものを好きなだけ食べる
事ができる。」また、「ちょ
っとした安心感とお得感が楽
しめるサービス」なのではな
いでしょうか。「元を取る」
「食べ放題だから、たくさん
食べよう」と目先のものだけ
で考えるのではなく、「この
値段で、いろいろな種類の料
理が食べられてオトク」と感
じてみたり、一緒に食事を共
にする家族や、親友、恋人な
どと食を通しての会話、提供
されている、料理同士を組み
合わせ自分なりの新しい料
理・味の発見。少し目先を変
えるだけでガツガツした気持
ちから、至福の時間へと変え

ることができるのではないで
しょうか。
皆さんが、「食べ放題」と
いう文字を目にした時、気持
ちのコントロールの材料にな
る様、頭の隅にでもこの情報
を置いておいてもらえればと
思います。

小沼映江
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つつじヶ丘学園みたけ寮
「利用者さんに合わせた
食事の工夫」
夕食時、利用者さんの食事
の用意をしながら「この食事
を頂いて帰りたい」と思う事
が多々あります。学園のよう
に美味しく栄養満点、バラン
スのとれた食事がスッと出て
くるのは何ともうらやましい
限りです。
現在みたけ寮では利用者さ
んに合わせた「刻み食」や
「ペースト食」を提供してい
ます。今回はそれらを紹介さ
せていただきます。
「刻み食」はその名の通り、
噛む機能が弱い利用者さんの
ため食べ物を小さく刻んで食
べやすくする工夫をした食事
です。利用者さんに合わせた
大きさに調理の方に刻んでい
ただき、だしていただいてい
ます。
写真はＭさんの刻み食です。
フライやキャベツなど、メニ
ューによっては食べ物の細か
い粒が口全体に広がってしま
い、飲み込むときにまとめる
ことが出来ず咽やすくなって
しまう食材もあるため、食べ
るときにお粥と混ぜるなどの
配慮をしています。
「ペースト食」とは咀嚼や
嚥下などに障害がある人でも
咀嚼しやすいように工夫され
た食事です。ミキサーで、食
材と水に溶いたとろみ粉をま
ぜ撹拌（かくはん）しペース
ト状にします。

写 真 はＯ さ ん の ペ ー ス ト 食 、
ビビンバ丼です。（右・ペー
スト 左・普通食）具材を一
品ずつペーストにし、お粥の
上にそれらを彩りよく盛り付
け、普通食のビビンバ丼と同
じような見た目になるよう細
かいところまで気遣っていた
だいています。

栄養士さん・調理師さんに
ペースト食を作るにあたり配
慮する点を伺いました。色や
香りが移りそうな食材の時は、
その都度ミキサーを洗い、混

ざらないようにする。水分の
多い食材の時は水に溶くとろ
み粉の使用量を調整し、一定

の緩さにする …
などがあるそ
うです。普段調理の方から提
供される食事を、当たり前の
ように受け取り、利用者さん
に食べてもらっていましたが、
出来上がるまでの工程を伺っ
てみると、手間をかけていた
だいている事が良くわかりま
す。このように利用者さんに
合ったスタイルの食事を工夫
していただく事で安全に食べ
ることができるとともに、利
用者さんの健康が保たれてい
るのです。

白石歩美
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つつじヶ丘はなぞの
「毎日の楽しみ
美味しいご飯」
今回のテーマは「食」。その
テーマで思いつくことは、ま
ず毎日の食事です。つつじヶ
丘学園では、毎日三食手作り
で、温かく美味しい食事をだ
してもらっています。
今回は、その食事を作る栄
養士さんに日々どのような姿
勢で調理に当たっているのか
を尋ねてみました。また調理

員の方からも一言ずつコメン
トを頂きました。
---------栄養士より
・・家族への食事作り
という気持ちで・・
「お昼ごはん何？」「夕ご
はんは？」などと、利用者の
方の声が聞こえると、食事を
楽しみにしてくれているのだ
と信じ、日々美味しいものを
提供したいと改めて思います。
「おいしかったよ〜」の声
は調理の方もとても喜んでい
ます。「頑張って作って良か
った」また「美味しい食事を
心を込めて作ろう」とやる気
になっています。
刻み食はミキサー食、代替
食や減塩食など利用者さん
個々の対応にも日々忙しく奮
闘中です。
衛生面を考慮して安全で安
心の美味しく喜ばれる食事を
目指しています。
旬の美味しい野菜、特に最
近では農業班の採りたて新鮮

な大根をメニューに取り入れ
ています。
調理員より
「利用者さんが食べ良い様
に切り方を小さめにするとか
時間を掛けて丁寧に煮たりと
か毎日考えながら頑張ってい
ます。」
「日々、異物混入や安全面
に気を付けてやるように心が
けて作る様にしています。」
「未だに暗中模索ですが丁
寧に心を込めて調理が出来る
ことが理想なので、少しずつ
頑張っています。」
「私は丁寧に作る様にした
いです。」
「私は『美味しい』と言っ
て貰えるように作っていきた
いです。そしてまた食べたい
と言って貰えるように頑張り
ます。」
これからも調理一同、チー
ムワークを大切にし食事作り
行っていきたいと思います。
美味しい食事楽しみにして

いて下さいね。

---------私も月に数回利用者さんと
一緒に同じ食事を摂る機会が
あります。本当にどれも美味
しく、調理員さんの日々の努
力が感じられます。
個人的には「豆腐のまさご
揚げ」がお気に入りです。ボ
リューム満点なお肉などより、
このようなおかずに好みが変
わってきていることに少し寂
しさも感じながら・・・
これからも美味しいご飯を
期待しています。

渡邉祐晋
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つつじヶ丘光の園
「利用者の
楽しみの時間」
光の園では毎日午後三時位
に自動販売機の利用を実施し
ています。利用者さん達は毎
日この時間を楽しみにしてお
り、時間のだいぶ前から「コ
ーヒーの時間はまだ？」等の
声が聞かれています。種類豊
富な自動販売機の飲み物の中
から自分の好きな物をそれぞ
れ選んで購入していますが、
毎日同じコーヒーしか買わな
い方、その日の気分でう物を
変えている方やなかなか買う
物が決まらずに自動販売機の
前で悩んでいる方など様々で
す。また、新しい飲み物が入
ったときには「これ美味しか
ったよ」と教えに来てくれる
方やカロリーを気にして「今
日はお茶にしたよ」等と教え
に来てくれる方もいます。一
日一回の自動販売機での飲み
日曜日の午前中には食堂で
売店を実施しています。売店
の商品は利用者さんから徴収
した自治会費で職員が毎週仕
入れをして来ています。今年
度は売店で売って欲しい物の
アンケートを実施し、なるべ
く利用者さんが欲しい物を販
売できるように職員も考えて
仕入れて来ています。売店で
は玩具や日用品などの雑貨類
とお菓子・カップ麺を全て一
個１００円で販売しています。

しかし希望に通りに外出の機

をとても楽しみにしており
「売店はまだかなぁ〜」と首
をながくして待っている方も
多いです。売店では寮ごとの
順番に購入をしてもらってい
ます。順番は毎週入れ替わる
為、利用者さんからは「今週
は何番かなぁ？」などの順番
を気にする話しかけが良く聞
かれます。売店ではそれぞれ
好きな物を選んで購入してい
ますが、自動販売機と同様で
いつも同じの物を購入する方
や時間をかけて選ぶ方など
様々ですが、好みが分かれて
いるさせいか商品の取り合い
になるようなことはほとんど
ありません。売店の時間中に
は「今日はラーメンを食べた
よ」、「このお菓子買ったよ」、
「美味しいよ」等と声をかけ
てくれる方も多く、笑顔な方
が目立ちます。
施設での生活の中で外出し
て外食をしたいと希望する利
用者の方は少なくありません。
物の購入をそれぞれ楽しめて
いる様子です。

利用者さん達は週一回の売店

会を作ることが難しいのが現
状です。自動販売機の利用や
売店の短い時間ではあります
が、好きな物を飲食すること
でストレスの軽減になり、楽
しい時間を過ごすことができ
ていると感じています。今後
も利用者さんに楽しい時間を
過ごして頂けるように職員も
工夫して考えていきたいと思
います。

星野良太
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事務局
「『食』への意識」
食の安全が叫ばれて久しい
ですが、それでもしばしば食
中毒等のニュースを目にしま
す。
最近の話題でいえば、群馬
県内で発生したＯー１５７に
よる死亡事故でしょうか。未
だＯー１５７の感染ルートは
解明されてはおりませんが、
この一件が原因で全店閉店せ
ざるを得ない状況になってし
まったそうです。
食の安全が声高に叫ばれて
いる現在、食中毒に代表され
る食への不信が企業に与える
影響は極めて大きいでしょう。
企業の持つ市場スケールが
大きければ大きいほどに食中
毒が発生した場合に被害も比
例して大きくなり易く、平成
十七年に発生した雪印の食中
毒事件はその最たる例に当た
るのではないでしょうか。
日本屈指の大手企業であっ

た雪印、それが一度の食中毒
事件がきっかけでグループ再
編にまで追い込まれてしまっ
たという事実は当時大きな衝
撃を受けたものです。
近年ではＳＮＳの発達に伴
い、そういった情報は瞬く間
に拡散され、風評被害も昔に
比べて大きくなる傾向にあり
ます。
我々が従事するような介護
・福祉施設では、自らの施設
の調理部門により入所者様へ
の食事を調理・提供している
所も少なくはないでしょう。
その中で調理に携わる調理員
等は毎月の腸内細菌検査であ
ったり、食材の鮮度の確認等
多岐に渡り日々入所者様が安
心・安全な食事をお楽しみ頂
けるよう衛生・品質管理は徹
底しております。そういった
日々の努力の積み重ねにより
入所者様が安心して生活でき
ているのではないかと思いま
す。
これが一度食中毒が発生し

た場合、入所者様に多大な損
害を与えるばかりか、保護者
の方々にも迷惑をお掛けする
ことになってしまいます。更
には信頼失墜を招き施設運営
に大きな影を落としてしまい、
施設に属する従業員、その家
族、取引先業者等、影響は計
り知れません。
毎日当たり前のように食べ
ている食事、しかしながらそ
の当たり前の食事が入所者様
の健康を大きく左右している
という事実から、食及び食に
携わる人間はお客様の健康や
生命・施設の運営を担ってい
ると言っても過言ではないの
でしょう。
入所者様に安全な食事を提
供すると同時に、従業員に対
しても安定した生活基盤をを
提供するためにも、組織とし
て「食」という事への意識を
強く持ち、コーポレートガバ
ナンスを徹底していく必要を
感じる今日この頃です。
中島慶昌
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わーくキッズつつじ

放課後等デイサービス事業

つつじＫｉｄ'ｓクラブ

編集後記
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活動報告

日帰り研修
十一月十二日（日）に役員
研修で、埼玉県川越市を視察
研修してきました。小江戸川
越の町並みや祭り会館・喜多
院等を観光してまいりました。
当日の役員会の場で、新規事
業所の『わーくキッズつつじ』
の送迎用の車両整備協力につ
いて意見が出され、車両の寄
贈が承認されました。

毎年十二月になると、そ
の年の世相を反映する「今
年の漢字」が発表されます。
私個人の今年の漢字は「成」。
十一月で二歳になった息子
の成長を実感した一年でし
た。
思い返せば一年前は、つ
かまり立ちはできたけどま
だ歩けない。ハイハイの方
が速く移動できるのが分
かっているかのよう。なぜ
だか自分の足を舐めていた
息子ですが、今となっては
家中走り回って、買い物
ごっこや工事車両は見て大
興奮しております。おしゃ
べりもいつの間にか随分出
来るようになってきてまし
て、玩具の車に乗りながら
「お熱出ちゃった、病院行
ってきます」と言ったのに
は、夫婦で驚かされました。
毎日過ごしているとあま
り実感はありませんが、こ
うして振り返ってみると、
子供の成長はほんとに速い
です。次スポーツやアウト
ドアレジャーなど、息子と
二人で一緒に出来る日が楽
しみです。しかし息子は成
長していますが、自分自身
は？来年は自分も一緒に成
長していかないと。

多機能型就労支援事業所
新里町障害者サービス事業所クローバー

つつじヶ丘相談支援事業所

相談支援事業

グループホーム
つつじヶ丘ホーム

放課後等デイサービス事業
就労継続支援Ｂ型事業

障害者支援施設
つつじヶ丘 はなぞの
つつじヶ丘学園 みたけ寮
つつじヶ丘 光の園

後援会のご案内
つつじヶ丘福祉施設後援会
『つつじヶ丘手をつなぐ友の
会』は、つつじヶ丘福祉施設
の利用者の生活環境の整備な
どの福祉向上に寄与したいと
活動をおこなっています。主
な活動は年に一度のチャリテ
ィーゴルフ大会の開催と隔年
で実施してきましたチャリテ
ィーコンサートなどです。チ
ャリティーコンサートにつき
ましては、諸事情から今年は
中止することになりました。
このイベントに代わるものを
これから検討実施することに
なります。
後援会の活動の主たる財源
は会費収入になります。友の
会は、会計年度が一月一日か
ら始まります。平成三十年の
会費納入にご協力くださいま
すようお願い申し上げます。
個人会員 一口 五百円
団体会員 一口 五千円
平成三十年一月
つつじヶ丘手をつなぐ友の会
会 長
江原利夫

寄贈されたわーくキッズつつじの送迎車両

