
障がい者・障がい児  

相談支援センター 

※秘密は必ず守ります ※相談は無料です 

生活のこと 仕事のこと 家族のこと 健康のこと 

【TEL】0562-83-7563 【FAX】0562-83-7518 【e-mail】 soudan@kizuna.aichi.jp  

【受付時間】午前9時～午後5時(月曜日～金曜日） 

「行動障害支援体制加算」対象事業所 

題字･絵･句／武田千代さん 



 2030年の世界のあるべき姿を17のゴールで示した「持続可能な開発目標 SDGs(エスディジー

ズ)」が国連で採択されてから、9月25日で６年を迎えました。 

 この SDGs のスローガンは「地球上の誰一人として取り残さない」という壮大なもの。テレビ

のコマーシャルやラジオ放送でも流れるようになったので、ご存知の方も多いのではないで

しょうか。それに関連してか「だれひとり取り残さない」という言葉を、近頃よく見かけるよ

うになりました。でも、 爆弾や飢餓に怯えて生きる子どもたちがいる、後を絶たない児童虐待

のニュースなど、恐ろしい事が日常的に起こっているのが現実です。また、長引くコロナ禍の

影響で新たな課題が生じ、取り残される人が増えていないか気がかりです。 
  

 ところで皆さんは、 SDGs のバッジをご存知でしょうか？ 「 社会の課題に取り組む企業で

す、政治家です、人間です 」という意思を発信する、国連が認めた17色の丸いバッジのことで

す。私のまわりでも、身に付けている人をよく見かけるようになりました。日本は、 SDGs の認

知度も実践も遅れていると言われています。バッジを付ける一人一人が、その意味や目的を理

解し、社会をよくする仕掛け人になってほしい……、小さなバッジにこめられた大きな役目や

意図を感じます。 
 

バッジはありませんが、絆としても SDGsを意識して活動していきたいと思っています。特に

「パートナーシップで目標を達成しよう」という指標には、少なからず心が動きます。 
   

今号の中面でご紹介している「絆の題字展」の準備をしながら、これまで題字をお願いした

り、関わらせていただいた方は、福祉や医療関係の方が多かったことに気がつきました。これ

からは福祉の枠を超え、企業や学生さん、様々な専門家等、これまで関わることがなかった

方々とも積極的に出会っていきたいと考えています。多様な視点との出会いは、これまでな

かった発想やパワーにつながるかもしれません。地域の資源や人材と、新たにパートナーシッ

プを組んで活動が展開できたらと思うと、何だかとワクワクいたします。 
  

 SDGs は、遠い国のことでも、遠い未来のことでもありま

せん。誰もが自分の問題として、関与すべき事柄として取り

組む姿勢が求められています。今、私にできることは何で

しょうか。精いっぱい考え、できることから始めようと思っ

ています。それが「だれひとり取り残さない」ことにつなが

り、世界平和につながると心から信じ、願いをこめて……。 

 
 

代表理事 7月～9月の主な外部活動 

 

7/21 サロンdeショップ 四者連携会議 

7/24 Re:地域の縁側 ワークショップ 

8/4  地域福祉推進委員会 

9/8・9/24 愛知県 連携協働促進会議･研修 

9/21  地域福祉サポートちた理事会 

9/30  日本福祉大学 BCP減災ネットワーク研修 

7/2～9/24 日本福祉大学講師（6回）  

7/30･9/24 介護給付認定審査会 

7/5  在宅医療介護連携部会 ACP住民啓発ワーキング 

7/7･8/16  生活困窮者自立支援研究大会実行委員会 

7/15･8/30 地域福祉計画 役割部会 

7/19    ご当地グルメ実行委員会 

    地域福祉サポートちた常務理事会 

代表理事 山﨑紀恵子 

世界平和につながると信じて 



 ８月、デイサービスで５人目となる百寿のお祝いの会が開かれました。綺麗にお化粧をされ、辛子色 

の着物に身を包んだ千代さん。登場されると凛とした空気が流れ、得意な俳句を詠んで下さったり、

お好きな「武田節」を歌われたり……。千代さんにあやかり、みんなで元気をいただいた一日でした。 

「あっという間に100才

になりました。まわりに

言われるだけで、99才と

100才はあまり変わらな

いです」と千代さん。 

言葉の重みを感じます。 

三味線に合わせて武田節♪ 

「どんな障がいがあっても その人がその人らしく過ごせる居場所でありたい」その想いで2009年に

スタートした『さくさく工房 絆』は、障がい種別を問いません。様々な個性が時にぶつかったり、

助け合ったり……。障がいや年齢の垣根を越えて、楽しんでいる皆さんの日常をご紹介します。 

デイの利用者さんとも交流 たすけあいの輪 

“ 笑顔やありがとうの言葉に励まされて” “年の差50歳 見守り 見守られの関係” 

車イスを押すお手伝いをしながら散歩

する方、できたてのかき氷を運ぶ方。

誰かを気遣う行動や言葉がけに、笑顔

が弾けます。朝のお出迎えも元気な挨

拶と満面の笑みで。 

今号の表紙を制作中 

皆さんから贈られたお祝いの句 

さくさく代表でお祝い 

        メッセージ 

着付けに髪結い

日常的に交流している 

さくさくとデイの皆さん。

フリマで一緒に服を探し 

たり、さくさくのかき氷 

屋さんにご招待したり！ 



 和田千香子さん 

 久米義金さん 

 伊藤良勝さん 

 滝上真由美さん 

  神谷明彦さん  成田泉さん 

 福田直樹さん 

 坂本行雄さん 

にわぜんきゅうさん   市野恵さん 

 塩崎智由さん 

 高須寿美子さん 

 井村徳光さん  鈴木貴雄さん 

 伊藤聡彦さん  坂野睦子さん 

 山田昭義さん 

 織田千佐さん 

  髙野則昭さん 

 村瀬文寛さん 

 鈴木ふさ枝さん 

宮地智さん  伊藤キヌさん  山下寿賀子さん 

題字でつながる  

絆のき・ず・な 

9月には、地域の縁側ラソ・プラザの「まちの小さな美術館」で『絆をつむぐ 題字

展』を開催。お願いする時のドキドキ感、書いていただく最中の緊張感を思い出す

と、感慨深いものがあります。当時の様子や、時代背景もよみがえり、絆を育ててく

ださった皆さまとの『絆』を、嬉しく、懐かしく振り返る機会となりました。 

 杉浦誠司さん   夏目勝さん 

 平林春美さん 

堀田力さん  山田優さん  佐々木幸雄さん  藤沢健夫さん  

安岡厚子さん  

神谷敬章さん  

竹内孝仁さん  渡辺哲雄さん  

長沢秀樹さん  

門野晴子さん  

松下典子さん   石井鉄一さん 

松井タヅ子さん  山﨑等さん   石川そのさん 小國英夫さん   羽場千尋さん 

  田中晴子さん 

 小田明美さん 

 小口由美さん  高﨑伝さん 

絆の会報づくりは、ご縁をいただいた方々に題字をお願いするところから始

まります。１９９４年７月発行の第１号から、１７７名の方に書いていただ

いたことになります。団体の名前のごとく、人と人との絆やご縁を大事にし

たいという想いは、今も継続中です。 



 

ラソ市 開催のご案内  

 地域の縁側  ラソ・プラザ前のテラス 

毎月 第３木曜日  １０：００～１１：３０ 

髙野 則昭さん  定年後に、ヘルパー資格を取る実習先が絆だったのをきっかけに、

得意のハーモニカでボランティアがスタート。その後は訪問ヘルパー

や、さくさく工房絆のスタッフとして９年目。初めこそ戸惑いもあっ

たそうですが、今ではすっかり絆が髙野さんの居場所になっていると

のこと。以前の職場の経験を活かし、リスク管理委員会でも大活躍!!  

 年齢を感じさせない若々しさの秘訣は、体力維持の運動と多彩な 

趣味、人とのコミュニケーションとお見受けしました。これからも、

明るい笑顔で、ご利用者さんや絆をお支えくださいね。 

ハーモニカのボラさん時代。

あたたかく楽しいお人柄は、

たちまちデイの人気者 ♬ 

★髙野さんから定年後の男性に一言★ 

「まずは外に出よう！ 

  自分の居場所を見つけよう！」 
餅つきのフンドシ姿 

が凛々しい ♡ 

男性スタッフ４人の美しさに悲鳴！ 

デイのクリスマス会の出し物で ♪ 

高野さん 

さくさく工房絆にて 

♦衣類・バッグ・アクセサリー・食器など 

 掘り出し物がいっぱいです 
  

♦何より、皆さんとのふれあいが楽しい！！ 
  

♦物品のご寄付も 

  お待ちしていま～す！ 



 

都合により変更する場合もございます。時間や費用など詳しい内容は、お問い合わせください。 

 １０月 １１月 １２月 １月 時 間 

風喫茶 5(火)・15(金) 2(火)・19(金) 7(火)･17(金) 11(火)・21(金) 12:30～15:30 

お茶を楽しむ会 20(水) 17(水) 15(水) 12(水) 10:30～11:30 

さをり織り 
火曜・木曜 

    16(土) 
  火曜・木曜 

 20(土) 

火曜・木曜 

  18(土) 

火曜・木曜 

  15(土) 
10:00～15:00 

にこにこヨガ 11･18･25(月) 1･15･22(月) 6･13･20(月) 17･24･31(月) 14:45～15:45 

ビアントの 

パン販売 
14(木)･27(水) 11(木)･24(水) 1(水)･16(木) 6(木)･19(水) 午後から 

くすの樹の 
シフォンケーキ

販売 

7(木)･22(金) 17(水)･30(火) 9(木)･21(火) 12(水)･25(火) 午後から 

野菜マルシェ      

たすけあいセンター 絆・風ハウス・あんきにきて家 

三密を避け、精いっぱいの予防を心がけながらオープンしています 

13:30～14:30 

30(木)休み 

地域の縁側 ラソ・プラザ 

♦モーニング  9:00 ～ 11:30 

♦ランチ     11:30 ～ 13:30 

13:30～14:30 

まちの保健室 

  第２木曜日 

ミニ歌声喫茶 

火・水・木・金曜日  9:00 ～ 14:30 (月曜・祝日お休み) 

 健康体操 

第３金曜日 13:30～14:30 

【参加費】 200円＋ ドリンク代 

 まちの小さな美術館 開催中！ 

<10月>手づくりよろいの会   <11月>お楽しみ 

<12月>松川八重子さん     <1月>神谷信三さん 

地域の縁側 グリーン・ラソ 月・火・水・木・金曜日  9:30 ～ 16:30 (祝日お休み) 

♦ まかないシェフランチ   火・木曜 11:30～  

♦野菜マルシェ  木曜 11:30 ～ 12:30 

♦囲碁･将棋･麻雀 月曜 13:30 ～ 16:30 

                 火曜 14:00 ～ 16:30 

                 金曜 10:00 ～ 16:30 

『懐かしのレコード鑑賞会』  

毎月第４水曜日   13:30 ～ 14:30       

【参加費】100円(ドリンク付) 

『新聞ちぎり絵』 講座  

毎月第２水曜日   10:30 ～ 11:30    

【参加費】100円(ドリンク付) 

毎週木曜日 

第１･３･４火曜日 14:00～14:30 
必ず不織布のマスクをご着用ください 

弦楽器ミニコンサート 

10月29日(金) 14:00～14:40 
参加される方は、一品ご注文ください。 

 
ラソ市開催 

毎月 

第３木曜日 

10:00～11:30 

『懐かしのレコード鑑賞会』  

13:30 ～ 14:30  
毎月 第２火曜日 

参加される方は、一品ご注文ください。 

フリーマーケット 

23(火)休み 4(火)休み 

毎週水曜日は音楽の日！ 

山本茂さん ギター弾き語りコンサート 

懐かしのレコード鑑賞会 など 



 

 

 

< 絆 の 事 業 > 

たすけあい 絆           

福祉有償運送 

 

ヘルパーステーション 絆    

デイサービスセンター 絆 

 東浦町委託事業 

ゴミ出し支援(環境課)           

子育て支援ヘルパー(児童課) 

たすけあい事業 

ヘルパーステーション 絆           

さくさく工房 絆(生活介護) 

相談支援センター 絆 

障がい福祉事業 

介護保険事業 

事務局からのお知らせ 

 地域ふれあい事業 

コミュニティカフェ             

さをり織り講座            

 

愛知県知多郡東浦町緒川屋敷弐区６１-１ 〒470-2102   

地域の縁側 グリーン･ラソ 

活動実績(2021年6月～2021年8月) 

(人) 

(人) 

(人) 

(件) 

(件) 

(件) 

(件) 

(件) 

(件) 

(件) 

(件) 

(件) 

(人) 

(人) 

(人) 

(件) 

(件) 

(件) 

 会員数(2021年度) 

   (9月27日現在) 

利用会員 265人 

賛助会員 149人 

活動会員 110人  

 合計   524人  

編集後記 

０５６２-８４-７８３６ 

 地域の縁側 ラソ･プラザ 

〒470-2103   愛知県知多郡東浦町石浜菰蓋１－１４３ 

０５６２-２２-２００５ 

(人) 

ラソ 

プラザ 

 613 

 560 

 551 

(人) 

(件) 

(件) 

(件) (人) 

(人) 

(人) 

(人) 

 たすけあい            

活動  
訪問介護 障がい福祉 

居宅・移動支援等 
通所介護 生活介護 

ごみ出し    

支援 

子育て 

ヘルパー 

グリーン 

ラソ 

6月 733 1047 476 423 252 189 39  463 

7月 617 990 416 414 213 182 35  580 

8月 637   922 420 377 224 188 30  450 

                         
     発行：認定ＮＰＯ法人 絆 

月曜日～金曜日 9:00 ～ 17:00 

   (お盆・年末年始を除く） 

時間外 ０９０-３９３０-３０４２ 

０５６２-８３-７５６３ 

絆のＨＰ 

〒470-2102   

愛知県知多郡東浦町緒川北赤坂３５番地の１ 

TEL 0562-83-7563 ・ FAX 0562-83-7518 

e-mail info@kizuna.aichi.jp 

https://tasukeai-kizuna.jp/ 

絆の活動は、皆さまからいただく年会費とご寄付に 

支えられています。 

年会費のお支払いやご寄付が、以下のいずれかの方法  

でも可能となりました。 
  

 

 

  ①楽天銀行へのお振込み  

  ②クレジット決済 

事務所･デイサービス･さくさく工房 絆の冬期休暇を 

12月29日(水)～1月3日(月)とさせていただきます。 

「絆・さをり織り」 作品展 

 のお知らせ 

※一部販売もします 

12月 9日(木)   13:00～15:00 

ぜひお越しください! お待ちしています！ 

「あんきにきて家」絆から北へ100m 

10:00～15:00 

10日(金) 

13日(月) 

14日(火) 

詳しくはこちら 

今後ともご支援賜りますよう、よろしくお願いいた 

します。 

寄付サイト：コングラント  

https://congrant.com/project/kizuna/2101 

盆踊りが終わると秋の訪れを感じたり、お祭りの頃

に吹く風の冷たさに冬の到来を思ったり。笛や太鼓

のお囃子や駆け馬の嘶き、出店の賑わいなど、子ど

も心にも地域の行事は季節を肌で感じるものでし

た。子ども時代のこういった体験は本当に貴重だっ

たんだな、と今になって思い出されます。(石松)  

今年も日本福祉大学の学生が来てくれました。コロ

ナ禍で制限のある活動でしたが、自分を振り返り、

失敗を前向きに捉え、一つ一つの出来事と真摯に向

き合う姿に励まされ、刺激をもらいました。  2021

年も残すところあと３か月。今年を振り返り、やり

残した事を一つ一つ取り組んでいきたいです。(森) 

絆の駐車場をご利用ください 


