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～あたりまえのこころで～

原点回帰 vol.5

毎日あわただしくて同じ日がないことを、最近強く思うようになりました。
就労継続 B 型事業所「スマイル農園」において今一番の課題は、「収益の確保」と「収益事業の確立」です。ピザづくりを
幹に、安全安心でおいしい農作物の生産と加工に取り組み、よりよいものを創り出すことを心がけております。また、ハーブ
を活用した商品開発もさらに拡大していきたいと考えております。
四季を感じ、仕事の見通しを立て、ゆっくりとしたリズムで過ごすなかで目標が生まれ、目標があることで頑張れる。それ
が販売力を高め工賃アップにつながり、生きがいや達成感につながるのではないかと思っております。その結果として、ス
マイル農園から一般企業に就職、および A 型事業所に移行された方もおられます。
今後も一般企業・A 型事業所への就職を希望される方、スマイルの中で工賃アップをめざされる方、なにより楽しく作業
されたい方…それぞれの目標に沿ったサービスを提供してまいります。
思えば平成 18 年にスタートした当法人も、今年、10 年目を迎えております。4 月には生活介護事業、放課後等ディサー
ビス事業、相談事業を併せ持つ「多機能型支援センターすまいる」を開設し、より充実した支援ができるようになりました。
関係各位の皆さまには改めて感謝申し上げます。
今後ともよろしくご指導ご支援賜りますよう、心よりお願い申し上げます。
専務理事 黒坂輝雄
来所ありがとうございました

夏～秋、楽しんできました♪

【7/18,9/19 里地学級ピザ教室】ピザづくりを生地のばしから行

【8/2 川遊び・10/25 竹細工体験】すまいる以外の子どもたち

い、焼きたてのおいしさを体験。ハーブ摘みや梨狩りにもチャ

との交流体験です。 （主催：NPO 法人グリーンウェル）

レンジしていただきました。(共催：農と地域のネットワーク)

【8/9 お楽しみ会・9/22 日帰り旅行】利用者の皆さんが、家

【子育て支援センター親子来所】9/17 におなじみの坂井町の親

族と一緒に楽しめる、夏と秋の大

子の皆さんが、10/1 には丸岡町の親子の皆さんが初来所。ミュ

切な恒例行事。牧歌の里への旅行

ージックケア後、スマイルピッツァを囲んで和やかなひととき

では、パン作りに大興奮でした。

を過ごされていました。

（主催：スマイル保護者会）
←お楽しみ会で
のミニコンサート
→パパと射的❢

【実習生受入れ】スマイル農園に
10/5～9 嶺北特別支援学校高等部
1 年生 3 名(写真)、10/19～11/6 福

【10/4 あおぞら教室】高嶋職員がミュー

大附属特別支援学校高等部 1 年生

ジックケアを、吉村職員がゲームコーナー

2 名・2 年生 1 名・3 年生 2 名、多機能型支援センターすまいる

を担当しました。（主催：坂井市心身連）

に 10/5～9 嶺北高等部 1 年生 1 名、10/26～11/2 東特別支援学校
高等部 1 年生 1 名が実習に訪れました。また 11～12 月には福井
特別支援、
嶺北両校から両事業所に計 10 名を受け入れ予定です。
【10/19

福井県生産アップ

事業･梨ジャム講習会】福井
市 Fs Labo の清水知美氏を講
師に招き、梨ジャムの商品化
に向けて学びました。

皆さまの募金に心より感謝申し上げます
平成 26 年度福井県共同募金会より「一般共同募金助成・障がい

スマイルピッツァ出店しました
【10/7 JA 花咲ふくい坂井支店感謝祭】初出店です。スマイル
ピッツァと焼いもを販売。好評をいただきました。
【10/10 福井大学付属特別支援学校文化祭】この春、同校を卒
業後、スマイル農園を利用されている OG の西村さんと一緒
に、ピッツァ販売に行きました。先生方や後輩たちと久しぶり
に会い、元気に働く姿を見ていただきました。
【10/24,25 いねす秋の感謝祭】年 2 回、恒例で出店させていた
だいています。ピッツァ、焼いも、ハーブグッズなど、2 日間
で 100,460 円の売り上げでした。ありがとうございました。

者の就労環境整備事業」をいただけることが内定。梨園と西長

【特別支援学校の中学部、高等部の保護者の皆さまへ】

田の畑にそれぞれ簡易トイレを購入させていただく予定です。

学校からの実習だけでなく、夏休みや冬休みなど長期休暇を利

心より感謝し大切に使わせていただき

用して、さまざまな事業所で実習体験をさせてあげてくださ

ます。今年度も募金にご協力賜ります

い。卒業後の進路に対する「早め」の意識づけが期待できます。

よう、よろしくお願いいたします。

当法人各事業所でも随時見学を受け付けています。

開所から半年、みんな
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職員も、利用者の皆さんも

多機能型支援センター

す

ま

い
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お互いのことも

夏の作業が実を結び、梨園や三里浜の畑

わかってきて良

では秋の味覚がたくさん収穫できまし
所やスマイル窓口で販売しました。

生活介護事業

てから半年。場所に慣れ、

梨、さつまいも、大根…収穫の秋！

た。丁寧に洗い、袋詰めしていねす直売

い雰囲気になっ
ています。活動
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晴れた日の
外作業は、
新たなチャレンジ「施設外就労」

る

↑創作タイム、考えるポーズが
カッコいいですね～
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だよね～
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スマイル農園から一歩外の社会へ。

→夏のミュージッ
クケア、うちわ
でいい音♪

８月中旬より永平寺町和田山本覚寺
および勝山支坊、福井市西墓地で、
清掃作業をさせていただいています。
↑9/14、道の駅三国へドライ
ブ。食後のソフトクリームを
堪能中の皆さん＾＾

仕事の幅を広げていくきっかけとな
るよう、しっかり取り組んでいます。

大江戸温泉で
バイキング＆温泉～！
9/26、バスで芦原温泉へ。

ずいぶん満腹のご様子・・・→

12 月は

少しずつ…

カラオケ、

お互いを

卓球もやっ

知るって

て温泉をた

いい感じ

っぷり満喫

←楽しみながら…機能
訓練がんばってます

しました♪

→10/8、少し遠出
して西山公園へ。
お店でのおいしい
昼食タイムに話も
弾みました

12/1～26 はメニューを７種類に限定させていただきます
★ツナマヨコーン、マリナーラ７６０円★マルゲリータ、ハムマヨ

限定メニュー

コーン９８０円★4 種のチーズ１,０８０円★自家製カスタード

で承ります

とフルーツ１,３００円★りんごとマスカルポーネ１,６２０円
繁忙期につきご了承ください。５枚以上のご注文で配達承ります。

TEL

・・・・・・以上３品、８月末で今年分は終了です。

すまいる内でも、お出かけ先でも、
ケガなく元気に過ごせたよ（＾＾）

今年の夏も、送迎バスや電車を使ってたくさん
お出かけしました。普段と違う表情を見せつつも、

長～い夏休み
だって、みんなと一緒
ならあっという間♪

職員と一緒に行動でき、毎回無事に帰ってきてく
れた子どもたちに

「多機能すまいる」初めての
成長を感じました。
夏休み！

。

←8/24 ディノパークへ！

埋まっちゃっ
た！これが
意外と楽し
いんだよ❤

７２－１５８６

移転のお知らせ
相談支援事業所すまいるは平成
27 年 4 月 1 日より多機能型支援
センターすまいる内に移転しま
した。電話７２－８３８３です。
よろしく
お願い
します。

今後の予定
12/23(水･祝)大関友遊館で開催さ
れる「クリスマスチャリティーコ

↑初の試み、スマイルピッ
ツァ工房での体験学習

↑7/29 金津創作の森
でアートなお散歩。帰
りに寄ったソフトクリー
ム屋さん最高☆でした

ンサート」にすまいる学童出演
編集後記：新事業所開設に伴う異動等々
にようやく慣れてきたと思ったらもう年
末‼そして冬‼どうぞご自愛ください(や)

