
 

 あじさいの花があちらこちら

で見られるようになりました。 

  みのり福祉会が誕生して13

年目になります。事業も拡大

し、児童系の福祉サービス事業

所が3ヶ所（ひまわり・くろー

ばー・そら）、就労系の福祉

サービス事業所が2ヶ所（ピース・青空協同組

合）、相談系の事業所が１ヶ所（らしんばん）、

入所系の事業所が５ヶ所を運営できるようになり

ました。また、今年度から居宅介護事業（ホーム

ヘルプサービス）と有償運送事業を新規に開設し

ました。これも皆様方のご支援とご協力のたまも

のだと思います。感謝申し上げます。まだまだ、

四街道市、佐倉市を取り巻く印旛福祉圏域は、福

祉サービス事業を利用する方が選べない環境では

ありますが、みのり福祉会の理念を見失うことな

く地域のために歩んでいければと考えておりま

す。 

 昨年度を振り返って見ますと新型コロナウイル

スが流行して、1年以上が経過し私達の暮らしぶり

は大きく変わりました。誰もが初めて遭遇する体

験の中で毎日、新聞やテレビのニュースで扱われ

ない日はなく、事業所に行く時はマスク着用で出

勤し、帰宅後は手洗いとうがいをする。外出や外

食も自粛をうながされ、行動や活動も制限されま

した。就労系の事業所ではイベントが中止にな

り、収入が減少したり、児童系では外出自粛や学

校が休校になり、子ども達が不安定になったり、

グループホームでは、就労先（空港関係、飲食）

が事業所が事業縮小に追い込まれ、自宅待機を余

儀なくされました。 

 また、相談支援についても対面での相談ではな

く、電話の相談が多くなりました。 

 職員会議や研修についても全体で集まることは

なくし、事業所単位で行いました。私自身も体重

が増えたり、運動不足になったり、等・・・様々

な変化がありました。新しい生活様式に慣れるま

でに忍耐力が必要ですが時間をかけて取り組んで

いく方法が一番かと思います。 

 ワクチン接種が始まり、明るい兆しが見え始め

ましたが、まだ、気をゆるめることはできませ

ん。第何波まで、来るかわかりませんが、コロナ

対策を万全に行い、安心、安全な環境づくりを行

い、利用する人が「また、行きたい」という事業

所づくりに取り組んでいきたいと思います。 

 今回の会報のテーマは「私の好きな言葉」で

す。各事業所を代表して2名の方に書いてもらいま

した。オリンピック・パラリンピックがあと数日

で始まります。その中では、様々な場面で感動や

感銘を受けた言葉もあります。また、日常生活の

中でも勇気づけられた言葉があります。 

 職員の思いを感じて頂けたらと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この度、四街道市、成田市、佐倉市において、有償運
送事業を開始しました。 
 有償運送とは、公共交通機関を利用して移動が困難
な方の為に、通院、通所、レジャーなどを目的に有償で
行う車による移送サービスです。 

 

 

淺野 亨 

 
  皆様、こんにちは。みのり福祉会淺野です。近年、

法人の職員も増え、年２回、皆様に見て頂いてる、この

みのり通信も各事業所から2名選抜された者、勝ち上

がった者だけの掲載となりました。今回のテーマ『私の

好きな言葉』。私自身好きな言葉は沢山ありますが、そ

の中でも一番好きな言葉は『1アウト1、3塁』です。

そうです。また、野球の話です。これは、守る側も攻め

る側も采配的に色々なことが想定され、また、見ている

方も自分が監督となり、予想したり、ぼやいたり楽しさ

満載のスチエ―ションです。スクイズ、ダブルスチー

ル、ランエンドヒット等の攻め手、ゲッツーシフト、前

進守備、サード、ファーストのみ前進バックホーム等の

守り手、攻める側も守る側も勝敗を分ける大事な場面で

もあります。『1アウト1、3塁』チャンスで打ちた

い、ピンチをしのぎたい両軍の勝利への思いが交錯しま

す。言葉の響きもたまらなくいいですよね！ 

 最後になりますが、この、みのり通信、今回から各事

業所で勝ち上がった者2名の掲載と記しましたが、『1

アウト1、3塁』のチャンスで逆方向に窮屈にしぶと

く、ライト前にいやらしいヒットを気持ちで

打ったと解釈していただけると良いのかなと思

います。 
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私の好きな言葉

会報のバックナンバーは、ホームページ くhttps://www.minoriwelfare.com/に掲載してあります。 ≪送料金表≫
運送料金 
 ご利用会員様宅から目的地、目的地からご利用会員
様宅までの走行距離により算出します。 
迎車料金 
 ご利用会員様宅（又は目的地）まで迎えに行く際の
距離が10ｋｍを超える場合の料金です。 

富里市の申請も行っています。四街道市、成田市、佐倉
市、富里市にお住まいの方は、お気軽にご相談くださ
い。ご不明な点は、居宅介護事業所ルート、もしくはら
しんばんまでお問い合わせください。 

区分 

運送料金 迎車料金 

（迎車10ｋ

ｍ超の場

合） 

5ｋｍ以

内 

5ｋｍ超1ｋ

ｍ以内毎 

小型車 500円 50円 

迎車料金

（ｋｍ）×

11円 

（10円未満

切捨て） 

有償運送が始まりました 

   <ほーむ>             仲村 秀行さん 

   <ほーむ>             直江 裕之さん   

   <ひまわり>             菅   翔太さん 

   <ひまわり>          野口 加奈子さん 

   <ひまわり>            小林 由紀江さん 

                   

四街道市鹿渡へ移転し、早３年目の夏を迎えようとしています。この２年間の中で、職員

の協力のもと焼き菓子という新しい分野に挑戦し、ようやく形になりつつあります。 

現在の販売場所は、 

◇ 毎週火曜日と木曜日（不定期）四街道市役所エントランス 

◇ 毎月第１・３土曜日 四街道プレイパークどんぐりの森 

 上記２か所で定期的な販売活動をさせていただいています。 

嬉しいことにリピーターのお客様も多く、お中元につきましては予想を大きく上回る結果となり、今後のギ

フトでのご予約は、７月１５日以降でのご案内をさせていただいております。 

対面販売につきましては、様々なご意見があることも承知の上ではありますが、今できる最大限の感染対策

をして販売をしています。 

直接のやり取りで得ることのできる、「この間買って美味しかったわよ。」というお言葉をいただいたり、

「売れた！完売した！」という湧きあがる気持ちは、利用しているメンバーのみならず、職員も同じ気持ちで

いっぱいです。 

この気持ちを一緒に味わうことで、次に作る楽しみへと繋がって

いるのではないでしょうか。こんな気持ちを実際に体験したとき

に、やはり対面販売の良さを実感します。 

今年度も、今の自分たちにできる事を、できるだけ行いながら、

メンバーと職員と歩んで行きたいと思います。                                        

＜総会・理事会を書面議決で行いました＞ 

 新型コロナ禍の中、会員の皆様の健康面、
安全面を考えて6月14日～6月18日にかけ
て書面議決で行いました。結果については下
記の通りです。 
 会員数23名（回答18名・未回答5名）で
回答のあった全ての会員の方から承認を頂け
ました。 
 会則により過半数の賛成を得たことから、
2020年度の事業報告・決算報告 2021年
度事業計画・予算が承認されました。 

理 事 長 立田 芳弘 

 

＜注文についての問い合わせ＞ 

理事の長澤様 

季節ごとのきれいなお花をあ

りがとうございます。 

 

スマートフォンからQR
コードでホームページが
見られます。 

就労継続支援Ｂ型 青空協同組合 
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酒井 宣維 

 

 私の好きな言葉は、「臥薪嘗胆」（がしんしょうた

ん）である。この言葉の意味は、復讐を心に誓って辛苦

すること。また、目的を成し遂げるために苦心し、努力

を重ねることという意味で、中国の春秋時代の話で、戦

いに敗れた屈辱を忘れない為に、薪の上に寝て身を苦し

めたり、恥を忘れない為に苦い肝をなめると言う意味の

ようである。 

 今後も仕事をする上で、失敗したり悔しい思いをする

ことがたくさんあると思うが、この言葉を胸に、皆様に

より良い支援が出来るように邁進したいと思います。 

 

小坂 なお 

 

「個人の尊重」 

 人は十人十色、一人ひとり皆違って皆いい。私の当た

り前は相手の方との当たり前とは違うのです。想像力や

思いやりを持たないと、思い込みで腹を立てたり相手を

傷つけたりして人間関係がギクシャクし、結果自分に

とっても損になる事になります。 

 災害が増えたりコロナが収束しなかったりと不安の多

い昨今ですが、互いを一人ひとりかけがえのない存在と

して大切にし、少しでも中身のある温かいコミュニケー

ションがとれる様に努めたいものです。 

 

 

田中 佳 

 

「△肉▽食」さて、皆さんはどんな言葉が思い浮かびま

すか？？ 

 そう！！私の好きな言葉は「焼肉定食」！！焼肉大好

き(≧◇≦) 

 皆さんも焼肉は好きですよね～(*^^*)と、言う話は置

いといて…(笑) 

「弱肉強食」この言葉を胸に私は生きてきました。弱い

者は負け、強い者が勝つと言う意味ではなく、自分自身

が強くなりたいと言う事です。強くなる…と言ってもい

ろんな意味があると思います。私は負けず嫌いな性格な

もので、とにかく博学者になりたいと思い、たくさんの

事を学んできました。知識を蓄える事で、自分が強くな

る。そして多方面で対応する事ができる自分を作る。そ

れが仕事に繋がり、より良い支援ができると思います。    

 こ れ か ら も 日 々 精 進 し て い き た い と 思 い ま す

(‘◇’)ゞ 脳みそのキャパには勝てませんが(笑)  

香取 秀範 
 

 私の好きな言葉は、「この一歩から」です。私の尊敬

する伊能忠敬は、当時佐原の名主であり、利根川の氾濫

や災害の危機を解決し、酒蔵、醬油酒造を３０件近く経

営し、地元の発展のために大きく貢献した実業家でし

た。 

 50歳近くになって天文学を学び、幕府の援助のない

中、自分の資産を使い５５歳から全国の測量を始めまし

た。その夢を実現すべく自らの足で歩き始めた「この一

歩から」を私も日々大切にしていきたいと思っておりま

す。 

 

 

 

 

 

梅田 かおる                       
 

「いつでも、どこにでも、チャンスはある」私は、迷わ

ず、この言葉を選びました。  

 この言葉は娘の恩師が卒業生に贈った言葉

です。目の前に現れた女神は二度と現れない

かもしれない。チャンスは迷わず掴むのよ。

自分の未来は自分で切り開いて行って欲し

い。という意味でした。振り返ってみると結

構当てはまる。 

 ある晩夢の中で「今がチャンスだよ」と自分に言われ

目が覚めました。趣味で始めた雑貨屋を実現出来たの

は、この言葉のおかげだと思う。誰にでもチャンスはあ

る！！ 

 

 

五十嵐 裕一朗 

 
 私の好きな言葉は「笑われたっていいじゃないか」で

す。 

 自分がもっている理想や考えは世間からみたら理解さ

れなく笑われてしまうことが多々あります。そのときに

笑われたことに怒り、笑った人と戦うのではなく。人か

ら笑われようが気にしない、自分の信念を貫くといった

ように自分と戦うことが大事であると考えています。そ

うして自分の理想や考えが人に左右されずに実現できる

ように日々私は自分と戦っています。 

 

 

 

 

 

 

宮井 末 

「天は人の上に人を作らず、人の下に

人を作らず」 

「実るほど頭を垂れる稲穂かな」 

「人の振り見て我が振り直せ」 

「罪を憎んで人を憎まず」 

 私のお気に入りの言葉というよりも、いつも心に留め

ておこうと思っている言葉です。誰でも知っている言葉

だと思います。当たり前のこと、簡単なことのように思

えますが、これがなかなか難しいのです。なぜなら人に

は気分の浮き沈みや、日々、人と関わって生活している

以上、色々な場面に出くわすことが有るからです。イラ

イラしてしまったり、落ち込んでしまったり、心は揺れ

動くものですが、幸せというのは平常心でいられること

だと思います。 

 コロナの終息が見えず自粛ムードが続く中、コロナ疲

れという言葉もよく耳にします。 

 心だけでなく生活が困窮していらっしゃる方達も多い

ようです。 

 利用する方共々元気に過ごせて、働く場所がある事に

感謝しつつ、心穏やかに毎日を送れたらと思います。 

 

 

島田 生成 

 私の好きな言葉は「おはよう」です。この一言から一

日がスタートするからです。 

 今日はどんな一日になるかな？いいこと

あるかな？となんだかわくわくしてきます

(*^▽^*) 

とは言いつつ…眠い朝は小さな声の「おはよう」になっ

てしまうので、元気な「おはよう」を届けられるように

したいですね！ 

 
柴田 真利 

 私の好きな言葉は、ことわざの『好きこそ物の上手な

れ』です。私は、学生時代に体を動かすことが好きでス

ポーツに夢中になりました。初めて、中学校でバドミン

トン部に入りました。最初は上手く出来ず、練習も厳し

かったけれど徐々に大会に出させてもらい、より面白い

と思って高校まで取り組みました。仕事でも子ども達と

『好き』を見つけていきながら、自分自身も好きな事を

さらに見つけてチャレンジしていきたいと思います。 

 

 

 

 

伊藤 涼  

 私が昔から大切にしている言葉は、「お互い様」で

す。人は誰しも失敗や1人ではどうにもならないことが

あると思います。そんな時に、責めたり非難することは

簡単ですが、それをカバーし合うことが大事で信頼関係

の構築につながっていくと思います。その中でも、その

優しさに甘えることなく、自分に厳しく人に優しくを心

がけて、人を助ける側として頼られる、必要とされる人

間でありたいと思います。 

 

天尾 美智子 

 私の好きな言葉は「有言実行」です。自分が発した言

葉には責任を持ちたいと思っています。 

「有言実行」をしなければ信頼関係を築けません。 

自分自身に対しては自己嫌悪に陥ります。 

 言葉とは重いものです。人や自分を幸せにもできるし

傷付けもします。 

 自分を信じ人と関わっていく中で、私が必要とし行動

に移して来れた言葉だと思います。 

これからも自分の言葉に責任を持ち大事にしていきたい

と思います。より、豊かな人生になるように…。 

 

小林 由紀江  

私の好きな言葉は「調和」です。 

コロナ禍でこれまでの常識や当たり前が覆され、社会

全体が大きく変化し価値観も多様化する中で、これまで

以上に１人ひとりの個性や考え方を認め、尊重し合うこ

とが大切だと感じています。 

 また、価値観の違う人や異なる境遇の人との関わりに

おいて、互いに理解し合おうとする柔軟性や優しさ、思

いやりの意識を持つことの大切さも感じます。 

 社会の変化に柔軟に対応しながら、個人においても客

観性を持ち、調和を大切にしながら、誰もが暮らしやす

い社会になることを願い、その小さな一助になれるよう

今後も、支援に携わっていきたいと思っております。 

 

野口 加奈子  

 ひとつに絞ることは難しいのですが、≪笑顔≫を連想

する言葉が好きです。笑門福来・いつも心に太陽を・下

を向いていると虹を見ることは出来ないなど．．．些細

なことで自己嫌悪に陥りやすいけれど、≪笑顔≫にまつ

わる表現に触れると前向きな気持ちにさせてくれます。 

 意識的に口角を上げて≪笑顔≫になると脳は間違いを

して幸せな気分になるとのこと。大いに（⁈）この間違

いを利用しながら日々を過ごしていきたいと思います。 

私の好きな言葉 私の好きな言葉

障がい者就労・生活さぽーと ピース   

  児童デイサービス  ひまわり 

  児童デイサービス  そら 

グループホーム     みのりほーむ 

  児童デイサービス  くろーばー 


