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障害があっても、誰からも愛される人に成長できるように、丁寧に寄り添って関わります。障害があっても、誰からも愛される人に成長できるように、丁寧に寄り添って関わります。

障害があっても、正しいことを根気よく伝えることにより、何歳になっても成長することを信じます。障害があっても、正しいことを根気よく伝えることにより、何歳になっても成長することを信じます。

障害があっても、できることが増えるように、様々なことを獲得できるように、一貫性をもって、継続して支援します。障害があっても、できることが増えるように、様々なことを獲得できるように、一貫性をもって、継続して支援します。

障害があっても、その方の得意なことを、大好きなことを見つけ、これを通して、生活基盤を作ります。障害があっても、その方の得意なことを、大好きなことを見つけ、これを通して、生活基盤を作ります。

障害者支援施設ウインドヒル 〒761-0450 香川県高松市三谷町3851番地 TEL 050（3734）6707　FAX 087（888）4278
グループホーム風見の家 〒761-0450 香川県高松市三谷町3890番地1　TEL・FAX 087（888）2557 管理者 松原 正子
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ポ ム ・ ド ・ パ ン の 理 念

【世界自閉症啓発デー / 発達障害啓発期間】
世界自閉症啓発デーにともなう啓発活動が全て中止となりました。香
川県だけでなく、世界中毎年意識を 1 つにして実施しているイベント
が出来なかったことは残念です。しかし県庁ギャラリー掲示、図書館
での展示、サンサンテレビでの放映等、可能な啓発が実施出来た事は
良かったです。来年はまた皆さんと一緒に啓発パレードをするのが楽
しみです。

世界自閉症啓発デー /発達障害啓発期間世界自閉症啓発デー /発達障害啓発期間
（毎年４月２日）（毎年４月２日） （毎（毎年年４月２日４月２日〜〜８日）８日）

啓発デー

世界自閉症啓発デー
日本実行委員会公式サイト
http://www.worldautismawarenessday.jp/

毎年４月２日は、国連の定めた「世界自閉症啓発デー」です。毎年４月２日は、国連の定めた「世界自閉症啓発デー」です。
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　女性である上に、女性らしく身だしなみ、挨
拶、言葉遣い、食事作法を提供し、人と関わる
楽しさを知ってもらい信頼関係を築くよう支援
に努めていきたいと思ってます。

松田　仁美

　A 棟サブ担当として、女性らしい身だしなみ
が出来るよう心掛け、利用者と身の回りの整理
整頓を行なえるようにします。

香西　佐和子

　他の担当職員とも協力しながら、個性豊かな
集団をまとめ、集団生活を通して個々の能力を
伸ばし、一緒に成長していきたいと思っています。　

鎌田　泰明

　安全で清潔な環境維持と個々の特性に配慮し
た余暇を提供する事で充実した毎日が送れるよ
う支援していきたいです。

吉本　唯人

　Ｂ１のサブ担当として、余暇時間の充実や洗
濯物干しなどの日常生活でできる事を増やして
いきたいです。

栗原　昌稔

　Ｂ 2 リネンの備品管理を通して、利用者の皆
さんが、快適な生活を過ごすことが出来るよう、
貢献します。

木村　　豊

【ユニット担当者 よりメッセージ】【ユニット担当者 よりメッセージ】

A棟A棟

B棟B棟
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　利用者にとって安心安全で楽しい生活の場で
あるように支援をしていきたいと思います。

村川　文生

　サブ担当として快適な生活の継続のため、他
の担当職員と情報の共有をし、環境の安全性、
食事の仕方や衣類の整え方など気配りを続けて
いこうと思います。　

松原　美惠

　サブ担当として毎日よりよく過ごしてもらえ
るように寄り添いながら安定した生活を過ごせ
るようにし、また、難しいこともできるように
挑戦し、一緒に頑張っていきたいです。

田中　美穂

　利用者との信頼関係を築き施設内での生活が
少しでも快適に過ごせるように支援を行いたい
と思います。

清田　光成

　昨今、利用者が未経験な事を伝えるのに困難
さを感じています。言葉だけが身に付くのでは
なく正しく伝えていきたいと思います。

和田　真由美

　グループホーム・風見の家　サブ担当として
利用者それぞれが自分の役割を理解し実行し
て、充実した共同生活を送れるよう、環境を整
えていきたいです。　　　　

松原　美惠

【ユニット担当者 よりメッセージ】【ユニット担当者 よりメッセージ】

C棟C棟

風見の家風見の家
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ク ラ ブ 活 動ク ラ ブ 活 動
　日課のプログラムは、講師の方々の御尽力により支えられています。ウインドヒルでは、様々なレクリエーションや
クラブ活動を行っています。しかし新型コロナウイルスの影響で活動にも大きな影響がでており、感染症予防防止対策
の為、外部講師の方の参加を見合わせています。しかし、長年かけてコツコツと取り組んできており、利用者さんも楽
しみにしている活動です。感染症予防防止対策に注意し、職員が中心となり講師の方々から学んだことを活かし関連プ
ログラムを取り入れて活動を継続しています。

  外部講師によるクラブ活動
　① 音楽リズム  　2005 年 4 月～（15 年間）

　② 健康まなび体操  　2012 年 6 月～（8 年間）

　③ フレッシュクラブ 　2013 年 4 月～（7 年間）

　④ バドミントン  　2017 年 5 月～（3 年間）

  ボランティア講師によるクラブ活動
　①　水上さんと何かを作ろう   2005 年 9 月～（15 年間）　

　②　三木先生と一緒に歌おう   2006 年 5 月～（14 年間）　

　③　卓球教室（廣野先生、新開先生）  2017 年 3 月～（3 年間）

振り返ると、こんなにも
長く関わってくださって
います。

新型コロナウイルスを吹
き飛ばすほどの日々の体
力作り！！

→
→
→

→
→
→
→
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新型コロナウイルス感染拡大予防について

　利用者はウイルスの意味を理解することが困難な方が多く、障害特性により、マスクの装着は難しく、手洗
いも介助者がいなければ困難な例も少なくありません。他県における羅患状態を鑑みると一度ウイルスが侵入
すればロックダウン状態になることが危惧されます。しかし、障害特性に合わせて、感染防御するのが私たち
の仕事です。マスクができない利用者に対しては時間や場所を特定したり、紙マスクと布マスクを使い分け等
の工夫をし、「みんなで着けてみよう」の声かけで、諦めず丁寧に関わることに時間を長く要しました。その結果、
時間はかかりましたが、約 98％の利用者がマスクをつけられるようになりました。
　また、健康な体を作る、維持していく為に取り組んでいるウォーキングとジョギング。療育活動では自然が
たくさんあり、四季を感じられる公園での健脚や山登り。長年、講師の方に関わって頂いているクラブ活動等、
継続して取り組んでいることで、丈夫で健康的な体作りができ、病気への予防ができていると思います。
　新型コロナウイルス感染拡大予防はいつまで続くか分かりませんが、利用者の安心・安全の為、取り組んで
いきたいと思います。

看護師からのメッセージ

卓球のクラブ活動を実施してくださっている、ボランティア講卓球のクラブ活動を実施してくださっている、ボランティア講
師の廣野眞理先生　新開悦子先生よりメッセージを頂きました。師の廣野眞理先生　新開悦子先生よりメッセージを頂きました。

　いつもニコニコAさん、スマッシュ大好きBさん、低い速いサーブの練習に取り組むCさん、よそ見をしているの
に確実に返球してくるDさん…。それぞれの個性を感じながら一緒に卓球の練習ができる月曜日の 2時間は、私たち
にとって、とても楽しい幸せな時間です。最初は何をすればいいのか、手探り状態でした。でも、彼らを理解し支援し
ている職員の方々や、練習に使う道具を手作りしてくださる職員の方に助けてもらいながら、練習パターンを作ること
ができました。今では、充実した 2時間にすることができています。そして、少しずつ、でも確実に力をつけてきてい
ると思います。
　初めて出会ってから 3年。ひたむきに練習する彼らの姿を見ながら、もっと工夫して達成感を味わえるような練習時
間にしていきたいと思っています。そして、私たちに彼らと共に過ごす時間をくださったウインドヒルの皆様に感謝し
ています。
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ヤギ小屋完成

　2018 年 10 月からヤギのクララが仲間入りして、日々元気に利用者、職員を楽しませてく　2018 年 10 月からヤギのクララが仲間入りして、日々元気に利用者、職員を楽しませてく
れています。『メェ～』と癒しの声として響いています。そしてこの度、素晴らしいお家が完れています。『メェ～』と癒しの声として響いています。そしてこの度、素晴らしいお家が完
成しました。設計・製作はなんと施設職員 2 名によるものです！基礎、棟上げをへて、材料も成しました。設計・製作はなんと施設職員 2 名によるものです！基礎、棟上げをへて、材料も
できる限りあるものをリサイクルし、運動もできるように広い庭も作りました。天気の良い日できる限りあるものをリサイクルし、運動もできるように広い庭も作りました。天気の良い日
は庭で気持ち良く過ごしています。は庭で気持ち良く過ごしています。

土間打ちとブロック基礎土間打ちとブロック基礎
水洗い清掃がしやすく、水洗い清掃がしやすく、
清潔を保てます。清潔を保てます。

とても広～い庭付き。とても広～い庭付き。

窓からの風通しが良いです。窓からの風通しが良いです。

クララも満足気な様子。クララも満足気な様子。

柱組はツーバイフォー（２×４）柱組はツーバイフォー（２×４）
工法。地震に強く、頑丈です。工法。地震に強く、頑丈です。

庭付き一戸建て庭付き一戸建て

クララ

うれしいめぇ〜うれしいめぇ〜
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　敷地面積約 6,600 坪の中で、約 1/3 を占める　敷地面積約 6,600 坪の中で、約 1/3 を占める
斜面に生えた草や竹等を綺麗に整備しています。斜面に生えた草や竹等を綺麗に整備しています。
　近隣の方からも「だんだん公園みたいになっ　近隣の方からも「だんだん公園みたいになっ
てる」と評価をいただきました。平成 16 年 12てる」と評価をいただきました。平成 16 年 12
月開所時の山林が見違えるように素晴らしい空月開所時の山林が見違えるように素晴らしい空
間へと変わっています。間へと変わっています。

施設環境整備施設環境整備 草刈り・伐採をしました草刈り・伐採をしました

❶スポーツ、アウトドア
❷ヤイロチョウ
❸リハビリの専門性を活かして、
クラブ活動や余暇時間などで利
用者様への身体・精神への支援
をしていきます。よろしくお願
い致します。

❶お弁当作り
❷犬
❸「初心忘れるべからず」「継続は力な
り」この 2つの言葉をモットーに１
日１日を大切に勤めたいで　す。先輩
や利用者さんとご家族の方にも、はや
く顔と名前を覚えて頂けるよう頑張
ります。よろしくお願い致します。

❶何でも無難にこなす事
❷オラウータン
❸利用者さんが快適に生活できる
環境を提供できるよう努めたい
と思います。

新しい新しい
職員紹介職員紹介
❶得意（好き）なこと❶得意（好き）なこと
❷自分を動物に例えると❷自分を動物に例えると
❸メッセージ❸メッセージ

香西　佐和子　支援員香西　佐和子　支援員

❶食べること
❷なまけもの
❸指示、指導された事をメモに取
り、一仕事ずつきちんとこなし
ていきたい。

岡崎　　望　事務員岡崎　　望　事務員

❶登山、スキーなど。アウトドア
派です。

❷海亀
❸利用者との間で信頼関係を結ぶ
ことができるように、日々努力
します。

福冨　耕二　支援員福冨　耕二　支援員

清田　光成　支援員清田　光成　支援員道倉　寛史　支援員道倉　寛史　支援員
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編 集 後 記
新型コロナウイルス感染症により、困難な時期です。令和 2 年新年度を向かえて、様々な新型コロナウイルス感染症により、困難な時期です。令和 2 年新年度を向かえて、様々な
計画、行事、会議等も中止せざるを得ない状況ですが、利用者の日々は変わることなく、計画、行事、会議等も中止せざるを得ない状況ですが、利用者の日々は変わることなく、
元気に活動を継続できております。この後ろ姿を見て元気をもらっています。引き続き皆元気に活動を継続できております。この後ろ姿を見て元気をもらっています。引き続き皆
様のご支援、ご協力をよろしくお願い致します。様のご支援、ご協力をよろしくお願い致します。

松ぽっくりのポムです。松ぽっくりのポムです。 松ぽっくりのパンです。松ぽっくりのパンです。

社会福祉法人ポム・ド社会福祉法人ポム・ド・・パンのホームページです。パンのホームページです。
当法人からのお知らせやウインドヒルでの取り組みなどを随時更新していますので、当法人からのお知らせやウインドヒルでの取り組みなどを随時更新していますので、
是非ご覧ください。スマートホンでは、右の QR コードから読み取れます。是非ご覧ください。スマートホンでは、右の QR コードから読み取れます。
アドレス：http://www.pomme-de-pin.or.jp/アドレス：http://www.pomme-de-pin.or.jp/

社会福祉法人ポム・ド社会福祉法人ポム・ド・・パンパン

社会福祉法人ポム・ド・パン後援会会員社会福祉法人ポム・ド・パン後援会会員

あたたかいご支援、本当にありがとうございました

令和２年４月１日～令和２年５月 11 日現在、以上の方々に継続及び新規にご入会頂きました。
令和２年 5 月 12 日以降にご入会の方々のお名前は、次回の会報に掲載させて頂きます。本当にありがとうございました。

羽間由紀子 千代美知子 桑田　まり 鎌田　　進 八重嶋　愛 植原　静夫 大宅　秀美 山本　　哲
宮㟢　　成 木下　雄斗 河北　　豊 村上　明美 三好喜久子 坂本　厚子 片桐　　泉 高嶋　誠三
鶴見　　巽 伊賀　宏文 高山　照子 三谷　善則 万野　妙子 三好美千代 深井　一恵 今滝　知子
石丸　和孝 黒嶋　正子 藤岡　　剛 幸田加津子 吉村繁三郎 岡　　康弘 大門　　亘 津嶋　活至
和泉久美子 堀　　仁美 松原　健太 松原　　廣 松原　正子 鎌田　泰明 白井　麻美 真鍋　静子
安倍　晶子 松下　静江 石元　信子 宮㟢　昭子 佐光　昭二 和田　龍兵 中野真貴子 鹿野　榮子
石田　恵美 石田　真一 佐竹　勝利 後藤見知子 北條美代子 三好　悦子 細井　　香 松原　　馨
渕㟢　輝一 宮宇地　峻 冨田　トエ 高木　春美 竹田　俊夫 遠藤　定則 山本　和市 猪熊　恵子
増田　泰子 塩本　洋子 木内　茂巳 小川　博子 三木　隆文 白川　文子 大熊　美佳 高嶋　和弘
山本　勝博 松川　愛子 伊豆野美代子 畠山　一夫 藤田　洋志 藤田　恵奈 藤田　容三 藤田美代子
岡田美智代 藤岡　幸弘 高木美枝子 大西　敏夫 美浦　称一 豊島　純子 谷川　博 谷川　　聡
田岡　博雄 田岡　晃平 遠藤　能成 寒川　妙子 金川　謙二 金川　恵子 金川　大介 堤　　　康
大西　規子 高橋由佐子 岩部　雅人 岩部　和子 加藤　恵子 三好　　勉 三好　智子 松田　仁美
児玉　慶子 藤田　共子 愛川　幸子 三好　紀子 三谷志津夫 三谷　　文 三谷　ふき 三谷　周子
猪塚　正章 猪塚　和子 佐々木久一 安藤　利政 藤田　和代 土居　一郎 土居　良助 土居　晶子
和田　則昭 和田真由美 松木知恵子 新名　義隆 新名　義弘 山縣　千恵 関　千賀子 村山　　昌
宮㟢　　光 森永　政子 近藤　文男 近藤　豊子 西山　香織 大矢三千代 元木　康之 細川　恵可
真鍋　康徳 朝日　光顕 朝日　由紀 谷川　由紀 山下真理子 宮武　　宏 宮武　孝宏 杉崎　行春
川井　浩三 松下　　学 松下　綾子 歳森登喜恵 大川　　和 黒田　寛子 竹野内政子 安原　眞理
中井　義昭 佐藤　明美 田中　輝明

●令和2年度団体会員　令和2年4月1日〜令和2年5月11日
㈱一陽パック　　㈱トミタ　　㈲久間薬局　　㈲晴天　　㈱遠藤米穀酒店　　㈱合田工務店　　㈱たまも　　㈲高松機械

大成段ボール㈱　　㈲アイ・プロジェクト　　自由民主党香川県第一選挙区支部　　アカマツ㈱高松営業所　　㈲高島産業

㈱百十四銀行空港口支店　　㈱生コン輸送　　㈲香南鉄筋　　香川トヨペット㈱

敬称略・順不同

●令和2年度個人会員　令和2年4月1日〜令和2年5月11日

〜暖かなお気持ち〜
　ありがとうございました。

今後ともよろしくお願いします。

平井奉仕会様より平井奉仕会様より
ご寄付をいただきました。ご寄付をいただきました。

　社会福祉法人ポム・ド・パン後援会は、当法人が運営する障害者支援施設「ウインドヒル」とグループホーム「風見の家」
をサポートしています。
　今後長期にわたり、利用者一人ひとりを大切にした理想的な療育を行い、施設の整備を継続的に発展させてゆくには、
より多くの方々のご支援を必要としております。
　何卒、私達の趣旨をご理解いただき「社会福祉法人ポム・ド・パン後援会」にご入会下さいますようにお願い申し上げます。
なお、すでに会員の方には毎年年度初め４月１日付で継続お願いのご案内と振込用紙を送付しております。よろしくお
願いいたします。
[ 年　会　費 ] 個人会員　一口 3,000 円　　団体会員　一口 10,000 円
[ ご入金方法 ] 郵便振替　口座番号 01690-3-74305　口座名称 社会福祉法人ポム・ド・パン後援会

社会福祉法人ポム・ド・パン後援会のご案内社会福祉法人ポム・ド・パン後援会のご案内


