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今林コレクション
～イマコレ～

新年度のご挨拶
今林の里開所２０周年を迎えて
障がい者支援施設「今林の里」は、平成１２年４月に開所し、今年で
２０年、人間で言えば成人式を迎えることができました。
これもひとえに、利用者の方々やそのご家族をはじめ、行政や地域そ
してボランティアの方々など多くの関係者の皆様のご支援ご協力の賜と
深く感謝申し上げます。
２０年前といえば、九州沖縄サミットがあり、シドニーオリンピック
では高橋尚子さんがマラソンで金メダルを獲得した年でした。また、介
護保険制度が施行され、「措置から契約」へと福祉が大きく転換した年
でした。
その後、障がい者福祉も、当事者の「自己決定」「自己選択」をいか
に支援していくかが重視されてきました。
今林の里でも、「今林の里の生活をゴールではなくスタートとして、
一人ひとりが希望する生活を築き、地域生活の中で自分らしく暮らす」
の実現に向け、支援向上はもとより、地域移行の推進についても積極的
に推し進めてきました。
その歩みは決して平たんではありませんでしたが、利用者の方々の笑
顔を糧に、職員一同、利用者の方々とともに一歩一歩進んでまいりました。
２０年を経過し、利用者の方々やご家族の高齢化などの課題も出てま
いりました。
あわせて、施設・設備の経年劣化も出てまいりましたが、昨年度末か
ら今年度初めにかけて全館の空調設備を一新し、快適な生活環境改善に
努めてきました。
今日、我々の周りでは新型コロナウイルスの世界的な流行の影響で、
先行きが全く読めない状況になってきております。外出などが制限され、
利用者の方々や職員のストレスもずいぶん溜まってきています。
こういう時にこそ、先の課題解決の方法も含め、支援のあり方を改め
て考え直す必要が出てまいりました。
２０周年という節目の年を契機に、ピンチをチャンスに変えるべく、
発想の転換を図り、職員一同、これからも利用者の方々の支援向上に全
力で取り組んでまいりますので、一層のご理解ご協力を賜りますようお
願いいたします。
理事長 魚住誠一
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今林の里のみんなが作った作品をご紹介します。
１階エントランスにいろいろ展示しています。

周 辺 の 地 図
☆電車の場合☆
ＪＲ大和路線「平野駅」下車

徒歩１０分

☆バスの場合☆
大阪シティバス「育和公園前」下車

徒歩３分

☆お車の場合☆
２５号線天王寺方面より平野大通東の交差点を
左折し高架を下り、上がったところの信号左折。
ななめ向かいにコインパーキングがございます。
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今林の里の施設内の利用者居室、食堂、作業室、事務室など、すべて
のエアコンの取り換え工事が完了しました。
エアコンは事務所内で一括管理できるため、温度調節や節電がこれま
で以上に的確に行えるようになり、 より快適に過ごしていただけるようになり
ました。

西岡 亮

～春野菜のスパゲティ～

★作り方★

フライパンにベーコンとにんにくを熱し、たけのこといかを

★材料(２人分)★

炒めます。火が通ったら菜花を加え、バターとしょうゆで味
を付けておきます。

スパゲッティ
菜花

2束(200g)
1/2袋

スパゲッティをゆで、お湯を切ったら温かいうちに②に入れ、

たけのこ

50g

具材とよくからまったら塩こしょうで味を調えます。

ベーコン
いか

1パック
50g

おろしにんにく

1cm

しか食べられないお野菜です。

バター

10g

菜花が苦手なら春キャベツやアスパラ、スナップえんどうや新たまね
ぎなどたっぷり使って、食で春を満喫してみませんか。

しょうゆ
塩こしょう

小さじ２
適量
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今年度から 今林の里、３階で
働かせていただいています、
西岡亮です。
昨年度は、４階フロアーで
働かせていただいていました。
２つのフロアーを経験させて
いただき、生活介護や入所支
援でもフロアーでの経験を活
かして利用者さんとの関わり
でも発揮させていただいてい
ます。
勤務外や休日では趣味の剣
道をしたり、自宅ではゲーム
をして過ごしています。
身体を動かすのが好きで、暇
があれば運動をしています。
来年度は正規職員を目指し、
今自分が出来ることを精一杯
がんばりたいと思います。
職員方のサポート、利用者
の方々の支援を日々考えなが
ら自分自身の成長となる一歩
を踏み出していきます。
よろしくお願い致します。

今林の里 人気給食レシピ 第６弾

はじめまして！今林の里で働
かせていただいている藤見萌子
です。
私は常磐会短期大学で２年間、
保育について学んできました。
今林の里には、去年の実習でお
世話になり、利用者の方々と関
わる中で、障がいに対する考え
方が変わり、もっと知りたいと
思い、職員として働こうと思い
ました。
私は、Ｋｉｓ Ｍ
-ｙ Ｆ
- ｔ２が
大好きです。気づけば好きになっ
て９年と長く、ライブには毎年
行っていて、各地方飛び回って
は、友達と一緒にヲタク活動を
して楽しんでいます！
ＴＷＩＣＥも大好きで、ライ
ブにも行きます！
まだまだ分からないことばか
りですが、好きなことに熱中す
る姿勢を大切に、自分らしく、
笑顔で頑張りたいと思いますの
でよろしくお願いいたします。

②

春野菜はみずみずしくやわらかく、栄養をたっぷり蓄えたこの時期に

３階職員
今林の里の門を出て東へすぐの交差点に信号機ができました。
アンダーパスがあり交通量も多くて渡りにくかった交差点でしたが、
安全に行き来できるようになりました。

4階職員
４月から正規職員として４階
に配属されました、安岡烈大
（れつた）と申します。
２ 年間ほど 非常 勤で 働かせ て
頂い ていまし た。 初め はわか ら
ない ことばか りで とて も不安 で
した が、優し い先 輩方 に支え て
頂き 、働き続 ける こと が出来 ま
した 。そんな 中で 自分 が利用 者
に何 かできる こと はな いかと 考
える ようにな り、 少し でも役 に
立つ ことが出 来れ ばと 思い今 川
学園 に就職し まし た。 大好き な
職員 や利用者 の方 と同 じ環境 で
過ご すことが でき 、と ても嬉 し
く思います。
趣 味はギタ ーや ベー スなど の
楽器 を弾くこ とで す。 またロ ッ
クバ ンドが好 きで 、曲 を聞い た
りよ くライブ に行 った りして い
ます。
ま だまだ至 らな いこ とが多 い
です が、先輩 方の 助言 を大切 に
し、 自分なり に出 来る ことを 見
つけていきたいと思います。
何卒よろしくお願いします 。

信号機がつきました

安岡 烈大

全館の空調工事が完了しました

藤見 萌子

菜花はあらかじめ下ゆでしておきます。

★ポイント★

宇川 修

新型コロナウイルス感染予防のため、検温やマスク、手洗い、消毒を徹底して行い、衛生
的に保つよう心掛けています。
この度、町会をはじめとする地域の方々やご家族の皆様、また関係各所や行政
機関などから、マスクや消毒液、プラスチックグローブ等の寄付を多数いただき
ました。
職員一同、ご厚意に深く感謝いたします。

５階職員
①

③

事務所受付には
透明スクリーン
を貼っています。
「額で測る」
体温計なので
２秒で測れます。

4階職員

初めまして、今年度から
今林の里の正規職員になり
ました宇川修です、よろし
くお願いします。今林の里
やなでしこホームでの経験
を活かし、気持ちを入れ替
えてこれから頑張って行き
たいです！
休日はほとんど自宅で過
ごしています。天気がいい
日などはよくフリーマーケッ
トやバザーなどに出掛けて
いて、そこで掘り出し物が
ないか探したりしていまし
す。（笑）
数年前に配られた非売品
の物や、ハンドメイドのア
クセサリー、観葉植物など
などなど…この前はウサギ
の餌やり体験というお店も
あり眺めているだけでも楽
しいです！
ぜひこれを読んでいる皆
さんも行ってみてください
ね。

新型コロナウイルスについて
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