
 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 20 年 5 月   第 3 号 
特定非営利活動法人さわおとの森 発行 
〒981-0123 宮城郡利府町沢乙字欠下東 18 番 2 

Tel：022(767)4338  Fax：022(767)4347 

ジャスコ利府店の「幸せの黄色いレシートキャンペ
ーン」にさわおとの森の投函ボックスが設置されてい
ます。おかげさまで 19 年 3 月から 20 年 2 月までにさ
わおとの森に投函していただいた黄色いレシートの総
額は 4,157,435 円にもなり、41,600 円相当の商品をい
ただきました！！ 
ご協力いただいた皆様ありがとうございました。 
 

思いやりの 41,600 円でいただいたもの 
・ 日中の療育で使う MD コンポ 
・ ショートステイで使う食器 

 
◎「イオン幸せの黄色いレシートキャンペーン」とは 

…毎月 11 日の「イオン・デー」には黄色いレシートが
渡されます。それを店に設置されたさわおとの森の
投函ボックスに投函していただければ、レシート総
額の 1％の金額を商品に変えてイオンからさわおと
の森に寄贈していただけます。 

 
ジャスコ利府店でイオン・デーにお買い物な 

さった際には、ぜひご協力をお願いいたします。 

 
 
 

理事長 楡木正俊  
桜の季節も過ぎ去り吹く風もどことなく初夏の香りがしてまいりました。 
皆様にはお変わりなくお過ごしのこととお喜び申し上げます。 

 さわおとの森も早いもので 3 年目を迎えることが出来ました。これまでの 2 年の間、運営上大変厳しい
時期もありましたが、皆様に支えられながら何とか乗り越えて今日に至っております。 
 お陰様でご利用希望の申し込みが徐々に増えており大変有り難いことですが、利用定員数があるため、
ご要望に応えきれないこともあり大変申し訳なく思っております。 
このような中で少しでもご要望に応えようと、2 月から 3 月にかけて施設の改修工事を行い、これまで

ショートステイ利用定員 5 名でしたが、この 4 月から 9 名までご利用できるように致しました。 
 ショートステイは、成人のしょうがい者の方でもご利用できますので、希望される方がおりましたら一
度お問い合わせ下さい。 
 また、利用者が多くなりますと、一人ひとりへの対応が難しくなるという課題も出てまいります。もし
ボランティア活動に参加してみたいという方がおられれば大変助かりますので、是非申し込みをお願い申
し上げます。 
 今年度もご利用される方々やご家族の皆様のご期待に添えるよう、スタッフ一同知恵を出し合いながら、
将来を見据えた取り組みをして参りますので、今後とも皆様のご支援ご協力の程をお願い申し上げます。 

 

 

ショートステイ事業 

拡大のための 

増築工事を行いました 

1 階の居室に 2 段ベットを↑

設置しました↓ 

 
 
 
 
以下の内容でボランティアを募集しています。 

・ 未就学児～中学生の子供たちの遊び相手 
・ 障害児者の買い物の付き添いや公園など

への外出の際の手伝い 
・ 未就学児と共に通ってくる兄弟（乳幼児）

のお世話（一部有償） 
 
★お気軽にお問い合わせ下さい★  

   
        TEL：022―767―4338 
        MAIL：sawaoto@w8.dion.ne.jp 

 担当：高橋、川崎  

 

←2 階の居室はテレビつきの 

ゆったりしたリラックスルーム！ 

介護員：佐 藤 信太朗  
（19 年 6 月から勤務） 
児童デイ、ショート、ヘルパー担当 
「みなさんとの出会いに感謝し、共に
成長していきたいです」 

郵便事業株式会社 年賀寄付金事務局による 
「年賀寄付金による社会貢献事業助成」 
…郵便事業株式会社では、寄付金付きの年賀ハ
ガキ（1 枚 55 円）及び年賀切手を購入してくれ
た方の善意の寄付金を配分原資として社会福祉
の増進等を事業目的としている団体に配分して
います。 

 
今回さわおとの森は「車両購入配分事業所」

として選んでいただき、車椅子仕様のトヨタ
シエンタが寄贈されることになりました！ 

5月 13 日に交付式に出席し 7 月に寄贈され
る予定です。 
年賀寄付金にご協力くださった皆様に感謝

し、さわおとの森の名前をつけた黄色いシエ
ンタでこれからも利用者さんたちと楽しい外
出活動や送迎を実施していきます。 

 

介護員：鈴 木 とみ子  
（19 年 11 月から勤務） 
児童デイ、ショート、ヘルパー担当 
「みなさんから毎日元気をもらって頑
張ります」 

保育士：芳 賀 真 澄 
（20 年 3 月から勤務） 
児童デイ、ショート担当 
「毎日を楽しく過ごせることを目標に
頑張ります」 

＝休職＝ 

主 任：齋 藤 純 子 
（20 年 4 月から一時休職） 
「利用者さんおよび家族等に対してよ
り専門的なアドバイスをするために、
発達臨床心理士の資格を取る勉強をし
てきます」 

支援員：小 川 和 子 
（19 年 10 月から勤務） 
ショートの食事作りを担当 
「最近は子どもたちから名前を呼ばれ
るようになり、楽しく働いています」 
 

保育士：櫻 井 美 紀 
（19 年 7 月から勤務） 
午前の児童デイを担当 
「明るく、元気に、笑顔で頑張ります」 

念願の 
車椅子仕様 

＝19 年度中途からの職員です＝ 

さわやかな 5 月の空の下でさわおとの森の周りの
木々には若葉がしげり、今一番きれいな緑色をしてい
ます。また、道路から上がってくる坂には学童の子ど
もたちが植えてくれたマリーゴールドとピンク色の
ペチュニアがきれいに咲いて登園するみんなやお客
さんを出迎えています。 
 今回「広報さわおとのもり」は 1 年ぶりの発行とな
り、盛りだくさんの内容となりましたが、1 年前に比
べると増築を行い、スタッフも増えて少しずつ変わっ
ているさわおとの森は、これからもご利用者さんと共
に大きく育っていきたいと思います。機会がございま
したらきれいなお花が咲いているうちにぜひ遊びに
いらして下さい。 

H20 年 5 月 広報担当 



                                                      

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【声楽コンサート】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 【模擬店・飲食コーナー】         【筝曲コンサート】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

平成 19 年 11 月 18 日さわおとの森秋祭りは天気にも恵まれ、
気持ちのいい秋晴れのもと行われました。 
今回の実施目的は、開設 2 年目を迎えこれまで当法人を支え

てくださった方々、賛助会員の皆様、ご利用者様とその家族、
そして地域の方々、ボランティアの方々などさわおとの森に深
く関わり、ご理解してくださった方々への感謝の気持ちと今後
の連携を節に願って開催しました。 
今回のテーマは“文化交流の場 in さわおとの森”ということ

で、前半は声楽家の庄子美希先生をお迎えし、水野真由美先生
によるピアノ演奏のもと～クラシックからポピュラー、童謡ま
で～幅広い音楽の世界を楽しませていただき、鶴巻美智子先生
の司会で会場の皆様とも一緒に歌う場面もあり、とても素敵な
コンサートとなりました。 

後半は山田邦子先生とお弟子さんによる筝曲～古典からポッ

プス、童謡まで～ということで幻想的な音の世界から懐かしい

アニメソングまで素敵なお琴の調べで、ほんのり昼下がりを過

ごすことができ、会場の皆様も魅了していました。 

バザー店の品々は、近市町のご寺院様はじめ関係各位および、ご利用者のご
家族の皆様からの心温まる提供品であり、ご来客の方々にも大変喜んでお求め
いただきました。また、模擬店での、芋煮、おにぎり、玉こん、フランクフル
トなども大変好評で、品切れになるほど賑わい、ご来客の皆様に満足していた
だけたかなと喜んでおります。 
これらの収益金でかねてから希望していたエアトランポリンの購入も実現で

き、ご利用者の方々に楽しんでいただいております。 
この日のための企画、広報活動、実現をしてくださった実行委員ボランティ

アの方々、前日からの準備や当日参加して盛り上げてくださったボランティア
の方々等、たくさんの善意のもと、このイベントが成功しました。ご参加者を
はじめ、関わっていただいたお一人おひとりに心から感謝を申し上げます。 

【ゲームコーナー】 

【バザー】 

バザーの売上金で念願の 
エアトランポリンを購入
しました！ 
大喜びの子どもたちです。 

堀籠 清見様 大和 

堀籠 謙一様 大和 

堀籠 守様 富谷 

枡 恭平様 多賀城 

宮川 明子様 利府 

宮城 黙禅様 仙台 

安野 純子様 盛岡 

山田 邦子様 仙台 

中沢 敦様 多賀城 

袴田 洋子様 仙台 

金野 俊治様 利府 

吉田 美津枝様 仙台 

龍澤寺 清野精維様 松島 

龍澤寺 清野尚行様 松島 

龍澤寺臥龍会様 松島 

我妻 きみ子様 七ヶ浜 

我妻 ふぢ様 七ヶ浜 

渡辺 勝子様 塩釜 

渡辺 ゑなよ様 七ヶ浜 

我妻 喜久夫様 七ヶ浜 

桔梗 希徳様 松島 

及川 貞子様 仙台 

佐藤 さつ代様 七ヶ浜 

松浦 富雄様 七ヶ浜 

松原 百子様 滋賀県 

瀬戸 美和子様 七ヶ浜 

斉藤 幸子様 仙台 

及川 宏幸様 利府 

舛谷 道子様 七ヶ浜 

舛野 善江様 仙台 

村上 かつ子様 仙台 

大越 富美子様 仙台 

塚本 ふさ様 仙台 

渡辺 アイ子様 七ヶ浜 

島田 康子様 仙台 

桝谷 翠様 仙台 

鈴木 仁子様 北海道 

鷲尾 不二子様 東京都 

佐々木 邦子様 仙台 

中野目 瑞恵様 仙台 

小林 香様 仙台 

柴崎 多賀子様 仙台 

慈雲寺様 多賀城 

東光寺様 仙台 

法性院様 多賀城 

宝船寺様 松島 

北村 理恵様 多賀城 

  

  

 

相澤 きよの様 七ヶ浜 

田中 武司様 仙台 

鈴木 鶴時様 七ヶ浜 

高橋 梨恵様 大和 

綱田 てるえ様 多賀城 

加納 美枝子様 多賀城 

佐藤 喜市様 塩釜 

西條 俊恵様 塩釜 

文屋 毅様 大和 

中屋 一徳様 大和 

前田 加代子様 利府 

三村 純様 多賀城 

宮川 忠直様 利府 

鈴木 ふよ様 七ヶ浜 

相沢 きよの様 七ヶ浜 

下山 清子様 多賀城 

星 かね子様 七ヶ浜 

福岡 政江様 七ヶ浜 

末永 かつい様 七ヶ浜 

星 重子様 七ヶ浜 

鈴木 美津子様 七ヶ浜 

鈴木 はるい様 七ヶ浜 

鈴木 順子様 七ヶ浜 

沼田 昭子様 多賀城 

瀬田 富子様 七ヶ浜 

梅津 ヨシ子様 七ヶ浜 

鈴木 たか子様 七ヶ浜 

星 七代様 七ヶ浜 

星 あき子様 七ヶ浜 

鈴木 よし子様 七ヶ浜 

鈴木 孝子様 七ヶ浜 

星 ソノ様 七ヶ浜 

鈴木 朋子様 利府 

津田 淳子様 七ヶ浜 

菊池 あけみ様 多賀城 

田畑 光男様 松島 

吉田 義順様 利府 

水野 高志様 利府 

菊地 幸恵様 利府 

丹野 淳一様 利府 

早坂 敏彦様 富谷 

近藤 富士夫様 横浜 

阿部 喜恵様 名取 

斉藤 幸子様 北海道 

鈴木 清智様 多賀城 

菅野 桂子様 利府 

川崎 由里様 利府 

  

  

  

  

 

坪山 裕介様 名取 

千坂 良子様 仙台 

大梶 英雄様 富谷 

大友 裕児様 富谷 

大友 繁夫様 名取 

森 由利子様 富谷 

長沼 弘泰様 富谷 

齋藤 広様 名取 

丸藤 准二様 富谷 

津田 智洋様 富谷 

山内 章様 大和 

増澤 輝明様 利府 

岡田 正明様 利府 

日下 一夫様 塩釜 

木村 祐一様 富谷 

武山 仁様 塩釜 

高橋 雄二様 利府 

高城 美枝子様 仙台 

狩野 京子様 松島 

花釜 泰賢様 大崎 

岩佐 朋子様 多賀城 

佐藤 忠良様 多賀城 

及川 友介様 東京都 

佐藤 主様 塩釜 

白石 彬様 塩釜 

伏見 正廣様 多賀城 

相澤 奈々子様 大和 

仙石 はるみ様 仙台 

喜古 徹様 多賀城 

神 桂子様 多賀城 

高沢 美智子様 多賀城 

千木良 あき子様 白石 

佐々木 卓也様 利府 

高橋 文博様 塩釜 

阿部 美由紀様 仙台 

玉川寺 村上晃嗣様 多賀城 

藤川 潤様 多賀城 

星 しづゑ様 七ヶ浜 

瀬戸 まさよ様 七ヶ浜 

星 みつ様 七ヶ浜 

星 良子様 七ヶ浜 

鈴木 秀男様 仙台 

鈴木 安治 様 七ヶ浜 

化度寺 根來宣昭様 多賀城 

星 博様 七ヶ浜 

星 勝様 七ヶ浜 

吉田 君子様 利府 

 



 

 

午後の日中活動では近くの公園に外出したり、スーパーでの買
い物など社会体験として毎日さまざまな外出支援を行っていま
す。その中で、大和町にある船形コロニー施設内のルミエール牧
場での乗馬体験は、みんなの大好きな活動のひとつです。 
最初は恐る恐る馬を見ていたり、興味しんしんで馬に近づいた

りとさまざまな表情でしたが、一度乗ってみると笑顔が弾けて、
初めて行ったときは恐くて乗れなかった子も、何回か行くうちに
友達の楽しそうな姿につられて乗れるようになり、みんな普段は
体験できない世界、馬との触れ合いを楽しんでいます。 

 

気持ちのいい春の日、未就学デイサービスの活動で、沢乙北公
園へお花見に行きました。 
桜の花びらが舞うとても広い原っぱで、思いきり走り回ったり

ボール遊びをすることができて子どもたちはみんな大はしゃぎで
す。 
 幅の広い滑り台は、大好きなお友達やお母さんと手をつないで
滑れるのでみんな大喜びで何回もすべりました。 
毎日の日課（工作、音楽あそび、運動あそびなど）でさまざま

な遊びを経験している子どもたちですが、「公園におでかけ」の日
は一段とはりきって素敵な笑顔を見せてくれます。 

昨年度、未就学デイサービスで月 2 回の作業療法の指導、助言をお
願いしていた佐藤明子ＯＴに代わり、昨年 8 月から工藤理恵ＯＴが
様々な療育支援を提供しております。 
※作業療法士(ＯＴ)とは･･･身体や精神に障害のある人の機能回復や日

常生活をサポートする専門家です。 

工藤ＯＴはとても明るく誰からも好かれる性格の持ち主で、一人ひ
とりのお子さんの状態を的確にとらえ、暖かいふれあいの中でご家族
やスタッフへのアドバイスや援助をしてくださっています。 

 
「就職当初から子どものリハビリに関わり、昨年までは仙台市の知的
障害児通園施設なのはな園で働いていました。 
家にも 2 人の男の子と 2 月に生まれたばかりの女の子がおり、ワイ

ワイガヤガヤと過ごしています。 
子どもの笑った顔が大好き！子どもは楽しい中で成長していくと

実感しています。さわおとの森でもみんなの“楽しい！”を広げられ
るお手伝いができればいいなと思っています。」 

よろしく 
お願いします 

小関 忠男様 仙台 

今野 克巳様 塩釜 

今野 範子様 仙台 

齋 金助様 多賀城 

齋 敏明様 いわき 

西光院 坂本孝温様 松島 

齋藤 順様 利府 

斉藤 常義様 利府 

桜井 博様 七ヶ浜 

佐々木 吉宏様 利府 

佐藤  嘉七様 七ヶ浜 

佐藤 功様 七ヶ浜 

佐藤 寛也様 七ヶ浜 

佐藤 きよし様 塩釜 

佐藤 幸子様 塩釜 

佐藤 祥子様 仙台 

佐藤 新一様 七ヶ浜 

佐藤 節子様 七ヶ浜 

佐藤 泰子様 七ヶ浜 

佐藤 智保様 七ヶ浜 

佐藤 チヱ子様 七ヶ浜 

佐藤 はつね様 七ヶ浜 

佐藤 春宣様 七ヶ浜 

佐藤 久子様 七ヶ浜 

佐藤 秀雄様 七ヶ浜 

佐藤 保伕様 七ヶ浜 

佐藤 正一様 七ヶ浜 

佐藤 正代様 七ヶ浜 

佐藤 松子様 七ヶ浜 

佐野 篤様 多賀城 

柴  静江様 七ヶ浜 

柴  わくり様 七ヶ浜 

庄司 弘子様 利府 

心月寺 朴沢光城様 利府 

菅井 誠様 七ヶ浜 

鈴木 勝良様 七ヶ浜 

鈴木 幸夫様 七ヶ浜 

鈴木 静江様 七ヶ浜 

鈴木 七雄様 七ヶ浜 

鈴木 昭一様 七ヶ浜 

鈴木 和子様 仙台 

  

  

  

  

 

（有）星陽企画様 七ヶ浜 

NPO法人ふれあい様 大和 

養松院 楡木 正俊様 七ヶ浜 

楡木 正俊様 七ヶ浜 

赤間 善右衛門様 七ヶ浜 

浅野 正二様 松島 

安住 あや子様 多賀城 

安住 政之様 多賀城 

渥美 里子様 仙台 

阿部  ヨシ子様 七ヶ浜 

石田 俊典様 仙台 

伊藤 洋子様 岩沼 

岩本 松治様 七ヶ浜 

梅津 初枝様 七ヶ浜 

雲洞院 小松啓祐様 仙台 

円通院 花釜泰賢様 三本木 

遠藤 甲四郎様 七ヶ浜 

遠藤 安子様 七ヶ浜 

大川 あき子様 七ヶ浜 

大友 円吉様 多賀城 

岡田 恵美様 利府 

尾崎 里津子様 仙台 

織田 敦子様 利府 

加藤 國男様 仙台 

加藤 純一様 七ヶ浜 

加藤 實様 七ヶ浜 

鹿又 充功様 名取 

鹿又 裕之様 仙台 

（株）小野屋小野屋ホテル

代表取締役小野幸次郞

様 

多賀城 

（株）ｶﾞｰﾃﾞﾝ二賀地様 仙台 

（株）ごんきや代表取締役

佐藤仁一郎様 
塩釜 

（株）城港観光 ホテルキ

ャッスルプラザ多賀城  

代表取締役小野幸次郞

様 

多賀城 

（株）白寿殿代表取締役 

菅原周一様 
塩釜 

河田  裕美様 塩釜 

川名 ちよ子様 仙台 

菅野 逸郎様 利府 

高橋 繁夫様 大衡村 

  

  

  

  

 

鈴木 鼎様 大和 

鈴木 章子様 七ヶ浜 

清野 公子様 名取 

設楽 孔輝様 仙台 

瀬戸 節男様 七ヶ浜 

瀬戸 ツヤ子様 七ヶ浜 

大林寺 田村孝順様 仙台 

大和 勝巳様 塩釜 

大和 茂様 塩釜 

高橋 栄吉様 七ヶ浜 

高橋 恵美様 仙台 

高橋 美紀様 名取 

耕田寺 青山光雄様 仙台 

太宰 誠一様 七ヶ浜 

丹野 浩二様 塩釜 

千葉 もよ様 多賀城 

千葉 令子様 松島 

長南 京子様 松島 

道安寺 吉田義順様 利府 

東雲院 堀越正道様 利府 

小池 タケノ様 松島 

楡木 健司様 七ヶ浜 

楡木 虎夫様 仙台 

平山  さつき様 塩釜 

福定寺様 塩釜 

伏見 和彦様 七ヶ浜 

齋藤 純子様 利府 

鳳寿寺 鈴木義博様 七ヶ浜 

鳳寿寺 鈴木俊龍様 七ヶ浜 

星  万寿子様 七ヶ浜 

星 悦子様 七ヶ浜 

星 カヅ子様 七ヶ浜 

星 節子様 七ヶ浜 

星 長一様 七ヶ浜 

星 年子様 七ヶ浜 

星 昇様 七ヶ浜 

星 はま子様 七ヶ浜 

星 彦一様 七ヶ浜 

相沢 うめの様 利府 

鈴木 藤助様 七ヶ浜 

岡 里美様 仙台 

  

  

  

 

さわおとの森設立から現在まで多大なるご支援をくださった方々をご紹介させていただきます。 

今年度の会費もよろしくお願いいたします。                   （順不同） 


