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 今年も恒例のそうそうの杜の利用の皆さん、スタッフからの新年の抱負をお

届けいたします。 

 また、就職している皆さんの初めての海外旅行の感想もお届けいたします。 

 午年の一年間、皆様のご健康とご多幸をお祈りいたします。 
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そうそうの杜“私の今年の目標！！”コーナー 

ちいとこ

冨吉 弘史 心の健康。できる事を着実

に。できない事はやらな

い。惑わされずに歩む。 

田島 直人 ①平常心。日々起こる全て

の事象を焦らず一つ一つ

丁寧に向き合う。②ギター

の練習。 

髙橋 勲 理解されるよりも理解する

こと 

真頼 正施 笑顔を絶やさず、心身とも

に健康維持。 

仲澤 秀敏 苦手な事から逃げない。前

へ進むのみ。 

中西 洋平 自分なりに創意工夫を試

みながら何事にもチャレン

ジ 

高橋 宏明 心身ともに平常に。焦らず

落ち着いて行動する。 

新井 克也 慌てず、焦らず何事も落ち

着いて行動。 

金原 裕一郎 自分で限界を決めない事。 

北村 真一 健康で頑張ります。 

中山 訓行 笑顔で前向きに楽しく過ご

す。 

永野 百香 今年こそ真剣に結婚相手

を見つける！ 

六田 莉紗 考えて行動する。 

栗田 聖子 頑張ろう！！ 

奥野 梨沙 周りに惑わされず自分らし

く。 

日浦 陽香 やりきる。 

有田 恵美 努力と誠意 

木村 エリ子 社会貢献できます様に 

松尾 悦子 ピアノの腕を上げる 

吉岡 久美 ゆとりの持てた言動に心掛

ける。水泳で自己ベスト更

新。 

今中 哲子 バドミントンで金メダル！ 

冨田 明 健康に気をつけたい。 

宮地 利也 仕事する。 

辻野 亮平 原付免許を取る 

廣瀬 全克 もう古株ですから仕事頑張

ります 

田所 美恵子 今年こそかぜをひかないよ

うにします 

中村 多恵子 もっと料理を上手になりた

い 

辻 静子 おしゃれをいっぱいしたい 

華山 弘良子 自立をめざしてがんばりた

いと思います。 

山田 晋三 仕事も頑張って健康維持し

ます！ 

千谷 良太 人との関わりを増やしてい

きたい 

荒武 ひとみ 荒川さんのお手伝いをちょ

っとだけする。やせる。や

せたら新大久保に行く!! 

新澤 千鶴子 食事作りを通じて泊まりの

人の健康管理頑張ります。 
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就労 

国本 英浩 自分の健康を考えた１年に

したい 

吉田 久美子 健康第一に頑張ります！ 

西田 敏子 みんなと楽しく盛り上がっ

て行きたい 

奥山 修子 仕事もうちょっとがんばりた

いと思います 

中村 多美子 今年ははっきりと大きな声

を出しておしゃべりがしな

いと思っています 

渡辺 敏治 仕事をがんばります 

西村 紀代子 素直な気持ちで過ごせるよ

うにしたいです 

前田 志津子 元気でがんばります 

渡辺 貴志 休まず行きます 

辻 直樹 花粉にならないように。５月

に旅行へ行きたい。好きな

ビニール袋を買いたい 

藤岡 尚也 がんばる 

池田 ひとみ 体重減らす 

大南 哲夫 お仕事がんばります 

白橋 健太郎 お仕事一生懸命にがんば

りますが、お仕事をゆっくり

とします 

金森 一雄 お仕事がんばります 

岡次 千夏 通常通り頑張ります 

森田 千恵 健康で１年頑張る。 

播磨 大介 今年は忘年会に参加しま

す。 

山名 美知子 言われたことを頑張りま

す。 

関 三郎 就職目指して頑張ります。 

今田 君子 彼氏を作る。 

後藤 育郎 仕事頑張ります。忘年会も

頑張ります。 

今井 李花子 創奏に行く！ダンス頑張

る！痩せる！ 

福田 秀亮 キウチ化建の日数を増や

していく。生活も順調に頑

張る。 

坂本 紗歩 初めのころは仕事をすること

に戸惑っていたけど慣れてき

ました。これからも少しずつ頑

張る。 

大小田 富洋 気持ちが折れないように創

奏で頑張ります！ 

宮田 裕紀子 一年、仕事を頑張ります。 

薬丸 昌成 仕事をがんばります。 

森 真由美 仕事、頑張るよ。 

佐竹 知子 一生懸命、頑張る。 

場谷 和幸 運転免許をとりたい。 

国本 忠男 健康に気をつけて過ごす。 

小阪 佳世子 お仕事を頑張る。 

佐藤 博 凡時徹底し、成長する 

小林 晴美 元気に休まず頑張る。 

中村 智 「鈍感力」を研ぎ澄ま

す！！ 

水谷 知彦 今年も１年間、体調に気を

つけてガンバります。 

籾田 花恵 心身ともに健康に。何事も

「楽しむ」。 

山川 真也 明るく楽しく元気に取り組

みます 

山崎 義博 誰からも好かれる人になる 
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原脊 雅明 歳月不待 

冨士 秀規 体調管理の徹底に努めま

す 

原口 亜季美 周りの人達を大切にして、

自分のペースで仕事に遊

び、充実した一年にする 

佐藤 真也 ケガ、事故とかないように

仕事をやっていきたいです 

西谷 幹雄 健康管理 

竹森 幸子 みなさんと一生懸命仕事を

頑張る。自己管理 

武田 和幸 頑張ります 

西 清 大きい声で怒らないように

したい 

森 典子 体調を整え、一日一日を後

悔のない様に過ごしたい 

内藤 哲也 仕事頑張ります 

嶋本 八千代 皆さんに目を向け、自分の

体にも気を付けたいと思い

ます 

川口 慧斗 訓練実習を頑張ります 

村津 高志 就職したいです 

木本 哲正 掃除頑張る 

山田 昌徳 キウチに行きたい 

西谷 亜津美 おトイレ掃除頑張る 

秋吉 奈々 カーラー楽しい 

成瀬 龍馬 ボーリングを頑張る 

宮本 安由美 ディズニーランドに行く 

山下 拓人 シーラー頑張ります 

岩下 宗史 今年こそは就職したい。仕

事を頑張る 

吉村 英里子 一人暮らしをする 

中村 朱里 就職を早くしたいです 

岡 良子 早く就職したい 

村上 雅洋 ケガをしないようにする 

竹内 諒田 掃除をがんばる 

田頭 慶三 仕事中は喧嘩をしない様

にしたい 

田中 明 今年中に就職したいです 

山名 友子 優しくする事と普通の声に

する事 

森岡 まどか ・・・ 

西谷 紀美 自分で決めて行動する。 

渡辺 里江 ゲーム機を買います。 

千北 一宏 平日毎日休まず働くこと 

小嶋 早苗 浴衣を畳める様頑張る 

多々野 みど

り 

前進前に進む 

藤田 照子 こけないように白杖を使い

こなす 

田村 智美 体を元気にする 

田村 俊子 仕事を頑張る 

今田 直子 家族で明るく笑顔で過ごす 

中山 衛 アサヒさんの仕事を頑張り

ます 

斎藤 尚雄 就職を目指して、マルシェ

グループを頑張ります 

西川 政一 ハイキング、畑がんばりま

す 

清川 綾一 ハイキング・畑がんばる 

巽 敏秀 ハイキング・畑をがんばる 

柾木 賢斗 はい、ありがとう 

北川貴之 しっかり働きます 

朝川 伸一 任期満了まで工場長を 

向井 義昭 しごとがんばります 

藤本 優人 ばれんたいんで～きっす♪ 

塩本 昌義 仕事休まずがんばります。 

神里 雄介 シューシュー 

高橋 飛鳥 今福作業所また見学いけ

るかな～ 
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福 寛 晴耕雨読 

市川 大貴 開墾 

藤田 ヒデ子 走ることと野菜を育てるこ

とを楽しみたいと思いま

す。 

原田 明子 妹にお年玉をあげれるよう

にする 

西野 真梨恵 食、生活のリズムを整える 

大沼 健一郎 めんどくさい事こそきちんと

やる 

大竹 寛輝 一つ一つ丁寧に 

長木 亜由美 休まず Kawasemiに行って

カフェとお仕事を覚えて行く 

大泉 仁乃 臨機応変 

好川 真司 就職を目指す 

太居 千晶 １年１年大事に今のこの時

間を大切に生きる 

小林 佳子 笑顔を忘れず、控えめに。 

道本 祐二 今年はより一層、無遅刻無

欠席でいきます 

渡辺 拓宏 今年は仕事がんばります 

多田 泰秀 今の会社で長続き。声のト

ーンを下げる。 

山脇 伸二 今年もこの調子でがんばり

たいです。 

宮田 敬子 今年も仕事を頑張りたいと

思います。 

小宮 由美子 今年もがんばります 

高津 弥生 色々とがんばります 

辻 静子 一人暮らししたい 

寺谷 百合枝 楽しい一年にしたい。思い

出をたくさんつくりたい。 

高田 貞二 仕事がんばります 

北出 智也 体に気をつけて仕事をしたい 

尾藤 豊 仕事がんばる 

井上 幸一 仕事がんばります 

今中 哲子 バドミントンの試合で金メダ

ル取る 

山田 晋三 新聞委員の部長として新

聞を早く発行できるようにし

ます。新人の人をがんばっ

て教えます。 
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デイ（庵・げんげん・伝） 

阿部 里音 怒らず歩いて学校に行く。 

出原 愛 春には高校生になるから

勉強がんばる。 

伊藤 和夫 伝で楽しく遊ぶ。 

太田 彪雅 ドンキーコングのゲームを

いっぱいしたい。 

小野 綾音 嵐のリーダーに会いたい。 

 警察官になる。 

片岡 拓也 おやつの時に泣かない。 

片岡 泰彦 トイレ以外のアピールをす

る。 

岸本 雄太 お友達やスタッフとの関わ

りの中で成長していきた

い。 

栗岡 吟地 幼稚園で楽しく遊ぶ。 

見坂 宗道 デジカメで写真をたくさん

撮る。 

斉藤 美勇士 トイレでウンチができるよう

になる。 

斉藤 亮太 元気に伝に来る。 

佐藤 希 電車をいっぱい見に行きた

い。 

清水 実咲 トイレまで自分で歩く。 

小司 琥汰朗 砂場で遊びたい。 

高松 七海 プールに行ってダイエット

する。 

多田 司 食べられるものを増やす。 

橘 友生 学校の友達と仲良くする。 

田中 杏 食事中に寝ない。 

田中 聖羅 てんかんの回数を少なくし

たい。 

田村 丈和 順番を待てるようにする。 

近松 歩美 髪の毛を伸ばす。 

近松 美貴 夜中にジュースを飲まな

い。 

常山 蒼一郎 ウルトラマンになる。 

長田 瑠奈 英語を話せるようになりた

い。 

野瀬 瑞月 自分でご飯を食べる。 

長谷川 太郎 体調を崩さず、残りの高校

生活を楽しむ。 

福水 元基 バルーンアートを覚える。 

藤浦 樹 たくさん旅行に行きたい。 

藤澤 亜利紗 ダイエットクラブ頑張る。 

藤澤 想 親切になる。 

藤本 玲奈 フォークを使う練習をする。 

真山 斐名 歩けるようになる。 

松山 陽希 伝で楽しく遊ぶ。 

三田 麻衣子 浅田さんに会いに来るこ

と。 

宮田 浩章 伝のみんなと楽しく過ご

す。 

向江 慶真 妹に優しくする。 

村井 裕美 公園に行きたい。 

森 一晴 添の泊まりがんばる。 

吉田 実遊 整理整頓。 

李 亭恩 長谷川くんの面倒を見る。 

和田 直也 女の人にベタベタしない。 

井上 愛子 女子力アップ(*^。^*) 

浅田 哲 すぐに諦めない(^^♪ 

石屋 英一 整理整頓・いらない物を徹

底して捨てる(；一_一) 

樋口 尚紀 忘れない(＠_＠;) 

青石 幸子 体調管理をする。 

東 和恵 アルミ缶の仕事がんばりま

す 
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飯田 志津江 今年もダジャレがんばりま

す 

石川 綾子 ゆっくり過ごします 

井境 祐輔 庵に来ます 

伊藤 聖美 いっぱい笑いたい 

大瀧 拳 パソコンします 

小林 康浩 散歩します 

北村 啓朗 コンサートにいっぱい行く 

久原 洋治 次は勝つ 

小山 佳子 笑って庵にくる 

田島 由美 元気にいきます 

西嶋 隆彦 体重減らします 

主島 京子 痛みが取れるように 

濱川 かおる 外出にいっぱい行く 

福本 良成 新しい出会いがあるように 

松井 数馬 今年は勉強します（臨床

学） 

丸岡 眞弓 いつまでも元気で 

光田 あきら ダイエット頑張る 

村尾 恵子 元気に過ごせるように 

森実 久美子 元気にがんばります 

森川 直美 お風呂がんばる 

倉川 隆継 いろいろなことに挑戦 

森田 到男 家内安全 今年も一年間

病気をしないように 

奥津 久治 彼女できますように 

吉村 貴子 笑って過ごします 

飯田 伸二 一日一日を大切に 

中島 伸治 笑って元気に過ごします 

阪本 千鶴 時間と心に余裕を持つ 

藤井 里見 色々挑戦する 

浅山 眞由美 色々な事に頑張って充実し

た一年にする 

日吉 正明 健康第一に 

柿谷 弘美 目の前のことを精一杯やる 

中野 典子 常に前向き姿勢で頑張りま

す 

家志 賢蔵 利用者方々へ一層の気配

りを 

西川 生 身の回りのあらゆるものに

唯唯感謝 

安部 泰博 お泊まり！おふろ入ってい

っぱい楽しむ。 

糸永 多恵子 ビール飲みたぁ～い

（*^_^*） 

井上 幸一 工賃貯める！ 

上田 優子 健康で！ 

江口 直子 笑顔で缶つぶし、がんばり

ます。『ハイッ！』 

岡本 高志 缶つぶし、がんばる。 

午居 将洋 早くご飯を食べて、『ｉｐａｄ』

するぞぉ～！ 

川本 寿美江 笑って過ごしたい！！ 

北端 直也 社会福祉士取得！ 

小出 香織 いつも穏やかに（＾ｖ＾）とき

どき<`ヘ´> 

河野 広子 炭坑節をおどる。 

河野 稔 お腹まわりをやせる！ 

近藤 貴 しっかり起きて、しっかり運

動。 

佐東 愛 元気に笑顔で過ごす。 

田村 隼人 外に連れてってぇ～～！  

德岡 信 そうそうの杜の皆さんと笑

顔で楽しく過ごす！ 

橋本 秀貴 ケガ(特に骨折？）しないよ

うに・・・ 

濱野 夕香 えっと・・・気配り、目配り、

心配り・・・ 

春本 勝治 お風呂長く入りたぁ～い。

『かさぶた取ってやぁ～！』 
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春本 静良 まずは健康！ 

平井 乃里子 皆勤賞めざす！ 

福谷 初江 健康留意。 

三浦 秀夫 分からん・・・？？？ 

水谷 和広 仕事に慣れるようがんばり

ます。 

宮内 敦子 今年も健康でみなさんと仲

良くがんばります。 

三宅 麻衣子 三宅麻衣子さん、お風呂が

んばります。 

八木 見知子 いやぁぁぁ 

吉岡 順一 ニコニコ！ 

吉谷 育晴 五木ひろしの歌を唄う。 

渡辺 みゆき 作業がんばって行きます！

おりこうにします！ 

 

本部・だんだん 

荒川 輝男 今年はドーンと構えます 

永海 眞理

子 

楽しんで仕事をする！ 

梅沢 典子 明るく元気に頑張ります！ 

中原 健 うー…ん、わからん。 

松本 明子 心身共の健康管理 

高津 和美 一年間、一所懸命がんば

ります。 

林 直輝 周りに頼る 

瀬川 誉朗 騒ぐと損 

 

 

 

 

 

25年そうそうの杜忘年会 

 理事長賞！ 素敵な笑顔 
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道本…おもしろかった。韓国人なのに日本語でペラペラしゃべっているので韓

国人か日本人かわからなかった。 

 

渡辺拓…おもしろかった。韓国の肉、おいしかった。 

 

山脇…楽しかったです。お金はちょっと足りなかったけど・・・ 

 

宮田…旅行すごく楽しかったです。来年は北海道 

 

小宮…初めて行って楽しかったです。 

 

高津…たのしかったです。 

 

寺谷…初めての韓国旅行だったけど、商店街など観れて楽しかったです。 

 

尾藤…お肉いっぱい食べれてうれしかった。 

 

山田晋…旅行の報告を早く『そうそうそうそう新聞』で伝えたいです。 

 

福…『そうそうの杜』初の海外旅行という事で、出発までに多々不安なことも

ありましたが、行ってみると皆それぞれに違った楽しみ方をされていたの

でその様子をみて安心しました。 

  SSE 会自体は本人たちの自発的な活動の場と位置付けているので、いつも

の『乗って帰るバス旅行』ではなく、行き先の選定から現地で自分たちが

何をしたいかということを考え、形にしていく難しさはありましたが、そ

れが充実感や達成感に繋がったことも確かです。更にそのことが、働くモ

チベーションに繋がるのであれば何よりです。 

 



  想創奏 33号 

－ 10 － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  想創奏 33号 

－ 11 － 

 

 

 

 

 

 

 

賛助会員の皆様、ご協力いただきましてありがとうございました。 

なお、賛助会費を御振込いただく場合は下記の郵便振替口座に 

お振込み願います。 

 

一口：２,０００円 

振込先（加入名）：そうそうの杜 

口座番号：００９４０－５－１８５９８６ 

 

賛助会費・一般寄付（平成 25年 05月 25 日～平成 26年 1月 7 日にご支援いただいた方） 

石井敏一 春本静良 櫻本雅美 永島健一 村津和雄 

横川よし子 吉村孝司 倉川晴子 竹中康豊 岸本大三郎 

松本アサノ 山本芳輝 綿谷陽子 奥野正継 佐伯喜代恵 

大竹洋子・茂・利幸・昴平 面高雅紀 西川生  塩本康子・省三 

原昌子 進藤康次 岸辺章  菊池正明 來山秀子 

北島太郎 中島勝  河本芙美子 岡崎倫子 広田幸治 

春木重光 竹本伊津子 武智保博 津田賢二 徳岡豊子 

井口友子 林登喜子 西嶋隆彦 国本光子 小澤茂・日出子 

飯田征次郎 井上幸一 井上幸一 母 山川元司・昭代・覚之・愛・正子 

福杏奈・亨・葉子・理・聡 嶋本八千代 三宅重信 壮菜屋 

だいち法律事務所 山本大助 ㈱アサヒ金属製作所  ㈱山元紙包装社 

ユキハウジング  ほたる醸造 小城章裕  ㈲トキ 堀江耀子 

城東地区民生委員協議会      (敬称略、順不同) 

 

 

その他、地域の方々に牛乳パックや様々な物品等、ご寄付を頂いておりますことを 

心より感謝申しあげます。 

 

 

 

 

賛助会にご協力お願いしますっ！ 



  想創奏 33号 

－ 12 － 

またしても久方ぶりの発行になってしまったことをまずはお詫び申し上げます………。

はい、本当にすいません＿(．＿．)＿ 

途方にくれた時、現実に引き戻してくれるのはいつものやりとりだったり、見知った顔だ

ったりします。私もよく利用者の皆に現実に引き戻してもらっています。そんなことを考え

ていると人はやっぱり持ちつ持たれつ、支え合っているんだなあと当たり前のことを実感

させられます。私の今年の目標は「周りに頼る」です。信頼って、信用しているからこそ頼

ることができるということで、一つの強さかな、なんて都合の良く解釈しています。まあ、

誰しも持ちつ持たれつ、肩肘張らずにやっていこうと思います。(は） 

 

社会福祉法人 そうそうの杜
も り

 
大阪市城東区鴫野東３丁目１８－５ 

Tel ： 06 – 6965 - 7171   Fax ： 06 – 6167 - 2622 

ホームページ ： http://www.sou-sou.com   E-mail ： sou-sou@gol.com 

地域生活支援センターあ・うん 相談支援事業 居宅介護支援事業 

とことこっと 居宅介護・重度訪問介護・移動支援       住所、連絡先は法人本部と同じ 

庵 生活介護 

大阪市城東区中央 1-6-23                               Tel/Fax 06-6935-0909 

げんげん 生活介護 

大阪市城東区蒲生 3-11-10 マサキビル 1F           Tel/Fax 06-6935-1727 

伝 児童発達支援・放課後等デイサービス 

      大阪市城東区蒲生 3-11-10 マサキビル 2F                    Tel/Fax 06-6930-6540 

創奏座座 就労移行支援・就労継続支援 A 型・就労継続支援 B 型 

（主）大阪市城東区中央 1-7-27（創奏）                    Tel/Fax 06-6935-3794 

（従）大阪市城東区鴫野西 4-17-23（座座）                    Tel/Fax 06-4258-6013 

（複）大阪市城東区中央 1-6-29（Kawasemi）   Tel 06-6935-1111   Fax  06-6935-1911 

つむぎ館 就労継続支援 B 型 

大阪市城東区関目 1-14-21                          Tel/Fax 06-6933-7269 

今福事業所 就労移行支援・就労継続支援 B 型 

大阪市城東区今福西 6-3-8                   Tel/Fax 06-6933-0737 

想縁綾 ケアホーム 

大阪市城東区内３ヶ所 

添 短期入所施設 

      大阪市城東区鴫野西 5-18-13                                  Tel/Fax  06-6965-1235 

然 短期入所施設 

      大阪市城東区中央 1-6-29-3F                           Tel/Fax  06-6965-5550 

大阪市つどいの広場事業 だんだん 

      大阪市城東区中浜 3-22-9 ラシーヌ中浜 1F                     Tel/Fax  06-6961-5505 

 

 


