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２０１８年度も残り少なくなってきました。社会福祉法人制度改革を主とする改正社会福祉法

が全面施行され、新たに評議員・理事・監事の選任等の人事、内部管理体制の強化を内容と

する諸規定の制定・改正・適正かつ公正な財務規律の強化、説明責任の果たすための情報開

示、また地域における公益的取組等々その対応に追われた年でした。そして、今新たに地域共

生社会という名のもとに大きな社会福祉制度改革が打ち出されました。次年度は、この改革が

具体化される年になります。何をどのように生かして行くのか。パステルの将来を視野に入れな

がら方向を探ることが求められます。ところで、２０１８年は、小山市乙女に「CSW おとめ」を開設

いたしました。CSW という名の通り地域社会福祉を中心に、いきいき♡あぐりでは、店の展開と

ともに農業の連携を試行し始めました。そして、花梨では、地域の２０グループの方々が利用し

ており、４月からは「パステルコンサート」として月１回レストランでコンサートを開催していただき

ます。もちろん、パステルのご家族もディナーコンサートに参加し、楽しいひとときを過ごしていた

だきます、いきいき♡あぐりでは、店の展開とともに農業の連携を試行し始めました。一方、３月

２０日には、古河市下大野に「たんぽぽ」を新たに建設し、再出発しました。「JOB センター古河

キャンパス」として、多くの就労者の排出を目指して、努力いたします。過去４年間では毎年１名

が就労でき、各々の職場で努力しております。どうか、応援よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行 

社会福祉法人パステル 

下都賀郡野木町 

大字若林４４３－７ 
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「たんぽぽ」完成予想図 
「CSWおとめ」 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

平成２９年度ボランティア受入れ状況 
セルプ花  
小山南高校（玉ねぎ選別） 

小山南高校（花壇植え替え） 

野木第二中学校（職場体験） 

カーブミラー清掃 

マラソンクラブ 

よさこいクラブ・絵画クラブ 

フロンティアおやま  
しらかし会 

いちばん星  
銭太鼓・有馬先生 

けやきの会（子育て支援サークル） 

おおぞら 
ニッタク 

古河甚句保存会 

ホーム宙  
織物ボランティア 

カーブミラー清掃 

マラソンクラブ 

よさこいクラブ 

つるたみ  
栃木農業高等学校（玉ねぎ苗植え付け） 

保護者（人参種まき） 

けやき 
おはなしポケットの会（よみきかせ） 

たんぽぽ 
イーグルスポーツ 

境高校（職場体験） 

友近８９０（ともちかやっくん） 

ＣＳＷおとめ 
いきいき♡あぐり・織物ボランティア 

小山北桜高校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご協力ありがとうございました！ 

 

ポケットパーク植替え作業 玉ねぎ選別 

佐川野花壇 玉ねぎ苗植

人参種まき 

野本佳南さんと大石亜矢子さんのコラボレーション 大成功！ 
塚越徹さん 

長島孝行教授 

坂内智也さん・野本佳南さん 

よみきかせ 

銭太鼓 よさこいクラブ 



  

 

 

 

 

 

 

パステル新年会 

「いちばん星」 

「ホーム宙」 

「おおぞら」 

「フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
お
や
ま
」１ 

1月５日・６日・９日にパステル

の新年・成人を祝う会が各地区

ごとに行われました。 
「Ｃ
Ｓ
Ｗ
お
と
め
」 

「つ
る
た
み
」 

「セ
ル
プ
花
」２ 

「セ
ル
プ
花
」１ 

「フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
お
や
ま
」２ 

「たんぽぽ」 



 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

  

 

平成 29年 12月 15日、「とねミドリ館」でパステル・クリスマス親子コンサートが

行われました。ホーム宙保護者の大澤様率いるＮＴＢ－48による Xmas演奏会が行わ

れ、利用者の皆さんは音楽に合わせて踊ったりして、大いに盛り上がりました。

 野木町駅伝報告 
  平成 30 年 1 月 21 日（日）晴れ渡った青空のもと、第 46 回野木町駅伝大会が開催されました。「パステル」

からは３チームがエントリーしました。パステルの利用者の皆さんや職員の声援を受け、選手の皆さんは力

強く野木町内を駆け抜けました。 

エントリーされた選手 

 パステラーズＡ       パステラーズＢ       パステラーズＤ 

  監督 吉田隆行       監督 吉田隆行       監督 吉田隆行 

  １区 山中敦史（セルプ花） １区 福井規雄（セルプ花） ２区 川中子瑞貴（いちばん星） 

  ２区 星野颯人（セルプ花） ２区 藤原克敏（ＣＳＷおとめ）３区 國田恵美（ホーム宙） 

  ３区 青木優明（セルプ花） ３区 根本啓輔（Ｆおやま） ４区 中川瑛未（セルプ花） 

  ４区 菊池彰洋（セルプ花） ４区 小平凌也（Ｆおやま） ５区 石山あかり（なかよしランド） 

  ５区 中村翼 （たんぽぽ） ５区 森島裕城（セルプ花） ６区 五十嵐彩乃（セルプ花） 

  ６区 岩㟢祐太（一般就労） ６区 飯塚直史（総務課）   

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A3JvW21xv31WuyYAUxodOfx7/SIG=11vqjpul1/EXP=1451167985/**http:/www.wanpug.com/illust/illust2877.png


 

笑顔満点まつり 

３月 15日、小山市の地域資源である桑の葉や実を活用

し新たな特産品を創出する「桑の実プロジェクト」や農

福連携と地域経済活性化を目的とした「桑・蚕・繭・紬・

和装・和食---地域資源で紡ぐ日本の伝統を生かした総活

躍のまちづくり推進協議会」の活動の一環による「桑の

木」の植樹が「ＣＳＷおとめ」の農地で行われました。 

 この日に植栽されたのは「ララベリー」が４００本「は

やてさかり」が３００本のあわせて７００本。小山市で

最も広い桑畑を擁する事業所となりました。 

3月１４日～１６日、「ＣＳＷおとめ」を

会場にパステルの「笑顔満点まつり」が

開催されました。 



 

 

 

  

平成２９年度の事業所活動報告① 

ＣＳＷおとめ 

パステルセミナー 

ボランティア（織物） 

パステルセミナーで表彰されたみなさん 

糸取り作業 

絵手紙教室 

思川桜 

日産労連クリスマス

チャリティー公演 

 楽しいミュージカ  

ルを鑑賞しまし

た。感激！ 

思川桜のクリスマス 

 「みゅぜ・ど・ぱすてる」でケーキを食

べました。 

根渡神社へ初詣 

 みんなで初詣に行きました。甘酒もいただきました。美味しかったです。 

思川桜の節分 

 交代で「鬼」になり、豆

まきを  しました。福

が 来 ま す よ う に   

「鬼は外！」 

桑の木７００本が植栽されました。 

笑顔満点まつり 

（各事業所では今年度も

様々な取り組みを行って

います） 

 

思川桜の外食 

 ＧＨのみんなで

焼肉を食べに

出かけました。 

 みんなと一緒

の食事はとっ

ても美味しい

ですね！ 



 

ホーム宙  

 

平成２９年度の事業所活動報告② 
（各事業所では今年度も

様々な取り組みを行って

います） 

ホテルの前で（記念写真） 

親子旅行 

なかよしランド 

 １０月はハロウィンです。仮装を

して、ホーム宙やセルプ花の事務

所に行って「トリックオアトリー

ト！」お菓子をもらいました。子

ども達みんな楽しく参加するこ

とができました。 

１２月に親子参加型のクリスマス会を行い

ました。リースを作ったり、ビンゴをした

り、親子で楽しむことができました。最後

にはサンタさんとトナカイさんも登場し、

プレゼントをもらって子ども達みんな大喜

びでした。 

２月は節分です。誰もが知ってい

るコンビニのミニストップから

恵方巻きの寄付をいただきまし

た。子ども達みんな大喜び。子ど

も達からミニストップにありが

とうとプレゼントを渡すことも

でき、食べる子・持ち帰る子さま

ざまでしたが、美味しく食べるこ

とができました。 

ハロウィン 

恵方巻きをいただきました 

親子クリスマス会 

12月 7日～8日、初の試みとしてホーム宙入所部だけの利用者様と保護者様、職員とで親子旅行に行きました。 

初日は千本松牧場でジンギスカンを食べ、バター作りの体験をしました。ホテルエピナール那須でゆっくりと温泉に

浸かり、宴会を楽しみました。2日目はりんどう湖ファミリー牧場をのんびりと散策しました。 

お天気にも恵まれ、無事に帰ってくることができました。ゆとりのある日程だったこともあり、日々の疲れを癒しな

がらひとつひとつをじっくりと体験することができました。利用者、保護者の皆様からまた来年度も行いたいとの意見

をいただきました。那須を拠点として様々な場所への旅行の企画をし、ホーム宙の恒例としていきたいと考えています。 

 

りんどう湖で 

宴会場で 

初めてのバター作り 

ジンギスカン鍋に舌鼓 

帰りのバスで 



 

 

つるたみ 

平成２９年度の事業所活動報告③ 

 

森永製菓小山工場の見学に行きました。昼食はＦおやまで食べました。 

コム・レスまつり  楽しい一日をすごしまし

た。 

 

今
年
の
献
繭
祭
は 

 
 

 

四
位
入
賞
で
し
た
。 

2/16～2/18 小山市障害者作

品展示会で、「フロンティアおや

ま」利用者の松本優さんの作品

が優秀賞にえらばれました。お

めでとうございました。 

さしま少年自然の家 

年末お楽しみ会 

みんなで餅つきをしました。 

保護者の方と一緒に昼食をとりました。 

（各事業所では今年度も

様々な取り組みを行って

います） 

 

今年も蚕のお世話を頑張りました。たくさんの繭を出荷できましたよ。 



 

 

いちばん星

 

親子ランチパーティー・お楽しみ会  

ボランティアの方が来所され、音楽や

マジックを披露していただきました。み

んな音楽に合わせて体を動かしたり、

マジックで驚いたり、とても楽しい時間

を過ごすことが出来ました。 

ランチパーティーではいちばん星全体

で美味しいお弁当や、フランクフルト

を食べ楽しむことが出来ました。 

新年会で「こがにゃんこ」と記念写真 

銭太鼓の演奏  古河フォーラムでは、ソーラン節と狙い撃ちを演

奏しました。今回は、古河市ボランティア「けやきの会」と一緒に

練習から発表まで行うことが出来ました。いちばん星でたくさん練

習したかいがあり、会場では大いに盛り上がっていました。 

有馬先生、「けやきの会」の皆様ありがとうござました。 

 

・９月２０日には、いちばん星でツクイあかやまサンシャイン パン体験を行いました。ツクイに通所され

ている 8 名のご高齢者の方々と一緒にパン作りを行いました。とても楽しかったようで最後には別れを

惜しむ姿も見られました。 

・京三サービス パン納品では、１月９日 小倉あんパン（京三サービス押し印入り）１００個 グラタンコ

ロッケパン１００個、２月１７日 ハムエッグ ２２０個 カステラパン ２２０個 のご注文をいただきました。 

たくさんのパン屋の中からいちばん星を選んでいただけて、とても光栄です。これからもみんなで協力

し、よりおいしいパンを作りいろいろな方に喜んでもらえるようにしていきます。 

平成２９年度の事業所活動報告④ 

友近８９０（ともちかやっくん）     

演奏会 

（各事業所では今年度も

様々な取り組みを行って

います） 

 

「これからも頑張っていきます！」 たんぽぽ代表！ 

ＫＯＧＡ障がい者フォーラム  ダンス発表 

たんぽぽ開所式 

就職合同面接会 



  平成２９年度の事業所活動報告⑤ 

セルプ花 

（各事業所では今年度も

様々な取り組みを行って

います） 

 

今年度は、様々な運動を通して、

利用者の皆さんの体力アップを目

指しました。恒例の夏祭りもたく

さんの利用者の皆さんの参加で盛

り上がり、楽しい一日を過ごすこ

とが出来ました。 
ザリガニ釣り 流しそうめん 大なわとび 

ボール当てゲーム ボール遊び かまくら遊び 

バランスゲーム フライングデスク バランスゲーム 奉納絵馬作成 

おおぞら 

古河フォーラム 

古河障害者フォーラム佳作受賞 

森美智子さん 

ボランティア活動 

花いっぱい活動 

障がい者卓球関東大会優勝 

平手明彦さん（中央） 



 

けやき 

 

四季 

外食  ＧＨ四季では定期的に外食やお楽しみ会を行

っています。２月は「みゅぜ・ど・ぱすてる」で食事会を行

いました。帰りにはパンやクッキー等も購入し、とても楽

しい一日になりました。 

 

初詣  ＧＨの近くにある神社で一年間の

無病息災を願いました。 

年末飲み会  ＧＨ四季では１２月３１日

の年末に居酒屋で飲み会を行いました。

皆さんとても楽しみました。中には飲み

すぎてしまい、年越し前に寝てしまう方も

いました。 

 

きずな 

 

平成２９年度の事業所活動報告⑥ 

おはなしポケットの会 

クリスマス会  みんなで一緒に メリークリスマス！ 

 

「なかよしランド」と合同での学

習会です。日々の研究会で研

鑽をかさねています。 

（各事業所では今年度も

様々な取り組みを行って

います） 

 

いちばん星の店舗

にて利用者の方が

自分の食べたいパ

ンを選んでいると

ころです。 

夏に３グループホーム集まり、花火大会を

している様子です。皆で焼きそばを作って

食べたり、花火をして楽しみました。 

 
１２月にきずな・ひびき・平吉

ヤシキ３クループホームが集ま

ってクリスマス会を行っている

様子です。鍋を食べたり、でき

たてのフライドポテトや唐揚げ

を食べたり、利用者の方それぞ

れ自分が歌いたい曲を歌って楽

しんでいました。 

 



 

平成２９年度下半期の活動報告 
７月    森永製菓小山工場見学（つ） 

９月 ８日 桑フェスタ 

９月２４日 栃木県障害者スポーツ大会 

9 月３０日 カーブミラー清掃（ホ） 

１０月 １日 養蚕（配養）晩秋２産（フ） 

１０月１２日 稲刈り体験会（つ） 

１０月１４日 ダンス教室（け）(10/21 11/11 1/13 2/10) 

１０月１４日 ランチパーティー（ホ） 

１０月１９日 養蚕（頭上げ）（フ） 

１０月２１日 コム・レスまつり（フ） 

１０月２８日 ランチパーティー・お楽しみ会（い） 

１０月２９日 養蚕（出荷）（フ） 

１０月    ハロウィンパーティ（な） 

１１月    さしま少年自然の家（つ） 

１１月 ２日 職業訓練入校式 

１１月 ３日 ＫＯＧＡフォーラム（い・お・た） 

１１月 ９日 第３回合同学習会（な・け） 

１１月２２日 花いっぱい活動（お） 

１１月２３日 白髭神社 秋季例大祭（フ） 

１１月２5 日 下野市ふくしフェスタ（け） 

１１月２６日 野木町健康マラソン 

１２月    年末お楽しみ会（つ） 

１２月 1 日 日産労連クリスマスチャリティー公演（思） 

１２月 ２日 関東障害者卓球選手権群馬大会 

       アートフェスタ（ホ） 

１２月 ４日 総合避難訓練（ホ） 

１２月 7 日 下野市学童・児童指導員研修（け） 

       親子旅行（ホ）(～1２/８) 

１２月１０日 小山思川マラソン 

       藤岡よさこい 

１２月１５日 クリスマス親子コンサート 

１２月１６日 コム・レスまつり（フ） 

１２月１６日 クリスマス会（な） 

１２月２０日 保護者奉仕活動（お） 

１２月２６日 職業訓練修了式 

１２月１６日 年末おたのしみ会（け） 

１２月２５日 クリスマス会（思） 

 １月 １日 初詣（思） 

１月 ５日 新年・成人を祝う会（古河地区） 

１月 ６日 新年・成人を祝う会（野木地区） 

１月 ９日 新年・成人を祝う会（小山地区） 

１月    お正月遊び（な） 

 １月２５日 第４回合同学習会（な・け） 

 １月３１日 ボランティア演奏会（お） 

２月 １日 お楽しみ会（な） 

２月 ２日 パステルセミナー（小山市民ホール） 

２月 ３日 伸び行く子供たちの作品展見学（け） 

      豆まき（思） 

２月２３日 就職合同面接会（た） 

２月２４日 コム・レスまつり（フ） 

３月 ３日 ひな祭り会（な） 

避難訓練（け） 

３月１０日 たんぽぽ開所式（た） 

３月１４日 笑顔満点まつり（～１６） 

３月１５日 植樹祭 

３月１６日 友近８９０（ともちかやっくん）演奏会（た） 

 

※個別外出、段ボールリサイクル作業、卓球教室、押し花教室 

 

 

 

 

 

 

 

障害者スポーツ大会 

稲刈り体験会 

Ｃ=CSW おとめ  つ=つるたみ  フ=フロンテ

ィアおやま  い=いちばん星  お=おおぞら  

た=たんぽぽ  セ=セルプ花  ホ=ホーム宙  

な=なかよしランド  け=けやき  思=思川桜 

 

桑フェスタ 

クリスマス親子コンサート 
桑の植樹祭 

編集後記 
今年度もたくさんの行事（イベント）に参加させていただきました。その都度利用者の皆さんのすてきな笑顔に接することができまし

た。自己表現の厳しい方々もいらっしゃいましたが、しばらく一緒にいると自然に「こころ」の会話が始まったりするのが不思議です。 

来年度も様々な行事（イベント）や日常の生活での作業・活動を通じて、利用者の皆さんと交流できたらいいな、と思っています。そし

て「パステルだより」を、その情報発信の場にしていけたらいいな、と考えています。来年度もよろしくお願いします。 

笑顔満点まつり 

たんぽぽ 開所式 



 
きぼうアシスト 

No.13（パステル保護者会だより） パステル保護者会広報部発行 
 

『自分のなきあとわが子はどうなる？どうする？』 交流研修部  大高 滋 

 

 

 今年の保護者会主催の講演会は新年の幕開けに相応しく今が旬の渡部伸氏に熱く語って

頂いた。１月１１日（木）１０時３０分、なかよしランドは参加者約８０名の熱気で埋め

尽くされた。当初３０名程度かとタカをくくっていたが実際の申し込みは８０名であわて

て会場設営を練り直した。 

 

［講師 渡部伸（わたなべ しん）氏のこと］ 

 氏は今この分野で売れっ子の有名人だ。去年の公演回数は実に１００回で全国を飛び回

っている。氏は１９６１年生まれ、大学卒業後出版社を経て２０１４年に行政事務所を開

業、『親なきあと』相談室を主宰。次女は２０代の重度の知的障害者で世田谷区手をつなぐ

親の会副会長をつとめる。 

 

≪障がいのある子の家族が知っておきたい「親なきあと」～「親あるあいだ」の準備～≫

と題し、行政職や研究者とは違い私たちと同じ立場の目線でパワーポイントを用い具体的

に解説して頂いた。 

 

講演の主なテーマとして 

 ①「親なきあと」の課題とは・・・お金（工賃、年金）、生活の場、日常生活のフォロー 

 ②医療費の支援制度・・・障害者医療費、高額医療制度、自立支援医療 

 ③遺言や信託・・・成年後見制度と日常生活自立支援制度 

 ④今からやっておくべき準備・・・家族で話し合い、ショートステイの利用 

 ⑤親がなくなった時・・・子どものことを知ってもらう（ライフスタイルカルテ） 

 

将来子どもが困らないために、やっておく対策として 

 ①定期的にお金が入る仕組みを用意する（年金、手当、信託） 

 ②そのお金が子供の生活に使われる仕組みを用意する（成年後見、日常生活支援事業） 

 ③病気のリスク対応のために保険に加入する 

 ④生活の場＝住む場所を確保する 

 ⑤困った時に頼れるルートを確保する 

 

 以上の点についてやさしくかつユーモアをもってしかししっかりポイントを押さえ解説

頂いた。最後に、状況はよくなっている、最低限の準備はしておく、地域の中で接点を持

っていれば子どもの面倒はきっと周囲の方々が見てくれる、と締めくくった。 

 

 どうしても重くなりがちなテーマであり深刻な時空になりがちだがとても共感を得た内

容と雰囲気であった。 

H30.3月 発行 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 和樹は元気で活発すぎるぐら 

いで、目を離せない子供でした。 

水族館で迷子になったり。しか 

し、成長するにつれ行動も落ち 

つき、人混みの中でも親の姿を 

確認しながら動くようになりま 

した。幼少期はいろいろ苦労も 

多かったですが、今では家事を 

手伝ってくれます。 

 社会人３年目に入ります。今日も送迎バスから笑

顔の和樹が降りてきました。「楽しくお仕事してき

たよ、明日も頑張るね！」と言葉が無くても伝わっ

てきます。毎日セルプ花に通えるのは職員の方々の

細やかな支援があるからだと思います。『感謝』し

かありません。 

 これからも、よろしくお願いします。 

○インフルエンザが猛威を振るい、今年は例年以上の患者数で体調管理の難しさを痛感しました。 

○熱戦を繰り広げた平昌オリンピック。選手たちの言葉も印象的でした。支えてくださった方々に感謝する

気持ちや、他の人を気遣う心などとても素敵でした。多くの方に支えられているというのは私達も一緒です

ね。 

○皆様からのご協力を頂き『きぼうアシスト』を発行する事ができました。製作するにあたり関わって下さ

った皆様に深く感謝申し上げます。 

セルプ花  磯野さん 

編集後記   『う』 

 支援学校を卒業して二年。 

二十才になるまで長かったよ 

うな短かったような… 

 小さい時は食べる事に興味 

がなく、野菜ジュースで育っ 

ていた有様で。それがやはり良くなかったのか、就

学前の二年間、保育所での生活も大変だったのか、

肺炎で四回、喘息で一回の入院で病院のベッドによ

くいた記憶でしたが、学校に入学してからはそれが

嘘のように元気になり、楽しい十二年間の学生生活

だったようです。 

パステルに通所して一年目は、おせんべい班で袋詰

めなどを頑張っているのを迎えのときなどに見て、

やれば出来るんだなあと感心していました。その年

にエアーオーケストラにも参加させて頂き、楽しく

演奏しているのを見て、ちょっぴり感動してしまい

ました。 

 二年目からはＣＳＷおとめに移り、パウダー班で

いろいろ頑張っている息子。日々ゆっくりだけど成

長していってくれるのが親も楽しみです。 

ＣＳＷおとめ  渡辺さん 

 １月６日に『成人を祝う会』 

で沢山の方々に祝っていただき 

ありがとうございました。 

随分盛大にしてくれたので、 

びっくりしました。娘が２０歳 

になったと思うと色々なことを 

思い出しました。何度か生命の危機にさらされた事

や一緒に頑張った事、嬉しかった事、その他、色々

ありました。 

 沢山の人達に助けられながらここまで生きてこ

られて成人式を迎える事が出来て、本当にありがと

うございます。２０歳にはなりましたが支援が必要

な娘です。職員の皆様、これからもご支援宜しくお

願いします。 

ホーム宙  永藤さん 

 平成１０年３月１１日、980g 

の超未熟児で誕生しました。片手 

のひらよりも小さくて、大きく育 

つのかという不安で胸がいっぱい 

だったのを思い出します。大人に 

なるのがまだまだ遠い未来の事、先の事と考えもつ

かなかったことが思い出されます。生まれてからこ

れまで色々な人々のたくさんの力、ご支援を受けて

今日まで育んできました。小さく弱々しかったあな

たが、今日は二十歳の成人を祝う会で多くの方々か

らお祝いをしていただける事に心から感謝をして

います。成人という大人になり社会人としてしっか

り歩んで行ってほしいと思います。周りの方々のご

支援はこれから先も長く必要としますが、一日一日

を大切に過ごしてほしいと思います。成人おめでと

う。伸哉、生まれてきてくれてありがとう。 

おおぞら  柿沼さん 


