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＜社会福祉法人つばめ福祉会＞ 

●法人本部                      

●ぷらっと(地域活動支援センターⅠ型)           

●つばめ工房 原作業所(就労継続支援事業 B 型)       

●ピアつばめ(就労継続支援事業 B 型・生活訓練事業)             

●喫茶レストラン・オアシス(就労継続支援事業 B 型)                                              

●西区第１障がい者基幹相談支援センター 

〒814-0021   福岡市早良区荒江 2-8-6                 ℡092-400-7110 

〒814-0021   福岡市早良区荒江 2-8-6                  ℡092-400-7132 

〒814-0022  福岡市早良区原 3-18-15                 ℡092-821-4055 

〒814-0021  福岡市早良区荒江 2-18-25               ℡092-407-9641 

〒810-0073  福岡市中央区舞鶴 2-5-1  あいれふビル１F   ℡092-713-3484 

〒819-0002  福岡市西区姪の浜 4-22-31 ヌメルスⅢ30 号室 ℡092-885-5060 

 

 つばめ福祉会が表彰されました！ 

【編集後記】私事ですが、PSWとして現場で働き始め、今年で13年になります。最初は沖縄で4年、 

そして地元福岡で…。様々な出会いがあり、ご縁あって、つばめ福祉会に入職させて頂きました。 

本紙第一面の鷹尾理事長の記事を拝読し、その信念に触れ、専門職として、人として原点に返らせて頂いた 

ような気がします。私自身、当事者で、入職して今まで、利用者の方々や法人職員の方々に、本当に温かく 

迎えて頂くと同時に、サポートして頂いてきました。どれ程元気づけられたか計り知れません。今度は私が 

お返ししていく番です。気負わず皆様と共に歩んでいきます。今後もよろしくお願いします。(森田) 

 

 

この度、西村和徳前理事長の後任として社会福祉法人つばめ福祉会の理事長を 

拝命いたしました鷹尾和顕です。前理事長の下、当法人がこれまでに築き上げてきた 

実績と信頼をさらに発展すべく、誠心誠意努めてまいります。 

どうかよろしくお願いいたします。 

 

 私自身、実は精神障がいの当事者であり、福祉サービスを利用し元気になってきました。 

その過程で経験したことが、私の福祉の原点であり、支援者としてのベースになっています。病気で不安や

絶望感・孤独感でいっぱいの中、「安心できる居場所」ができ、「仲間や家族、信じてくれる支援者」に助け

られ、「役割と役立つ実感」を得ることで自尊心が回復し、僅かな希望や気力が湧いてきました。こういった

経験はどんなに小さなことであっても、本人にとってはもの凄く大きな意味を持つことを実感しました。 

 

つばめ福祉会との出会いは、今から 10年前ぷらっとに非常勤の当事者スタッフ（ピアスタッフ）として

入職したことが始まりです。日々利用者さんと関わることで、私自身も元気をもらい、多くのことを学ばせ

てもらいました。つばめ福祉会では、当事者スタッフに対して偏見が少なく、障がいが有っても無くても、

その人の強みを活かし、いきいきと仕事をすることができています。これは私たちが目指す地域社会の縮図

ではないかと思います。この実践を外へと広げ、誰もが暮らしやすい地域社会を作っていくことこそ私たち

の使命と考えております。 

 

 変化の激しい時代ではありますが、これまでつばめ福祉会の諸先輩方が築き上げてきた「温かく丁寧な支

援と、温かく家庭的な雰囲気」は変えることなく大切に受け継いでいきます。そして今後つばめ福祉会がさ

らに発展し、より一層利用者や地域のニーズに応えられるよう、「小さなことにも誠実に丁寧に」をモット

ーに、皆で力を合わせて歩んでまいりたいと思います。今後とも変わらぬ温かいご支援、ご指導を賜ります

よう、よろしくお願い申し上げます。 
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理事長就任のご挨拶 

社会福祉法人 つばめ福祉会  

理事長 鷹尾 和顕 

オアシスから 

～夏祭りに参加しました！～ 

8月 31日にオアシスのある舞鶴

校区の夏祭りに参加しました。 

出店だけでなく、祭りの準備や、

片付けにも参加して、地域の方と

交流させていただきました！ 

※ 10月から消費税アップに伴い、価格の 

見直しを行いました。 

つばめ工房原作業所から 
～工房の日常・夏野菜収穫しました～ 

今夏は、ゴーヤ、オクラ、きゅうりの種植えを行いました。

台風の接近により収穫可能か心配の声もありましたが、 

手塩にかけて育てた甲斐もあり無事、 

収穫できました！美味しく頂きました！ 

※つばめ工房シフォン用の 

インスタグラム始めました！ 

販売やシフォンの情報を載せて 

ます！（＠tsubamechiffon） 

 

ぷらっとから 
～リラクゼーションマッサージが好評です♪～ 

ぷらっとでは、毎月リラクゼーションマッサージ体験

を開催しています。 

マッサージの方をお招きし、 

心身共に、とてもリラックス 

して癒されています。 

ご関心のある方、見学から 

でも、ぜひぷらっとへお越し下さい♪ 

 

そらいろから （ピアつばめ生活訓練） 

～焼肉を食べに行きました！～ 

そらいろでは、ピアつばめの B 型の皆さんと 

一緒に焼肉を食べに 

行きました。 

食べ放題という事も 

あり、皆さん夏の疲れ 

も吹き飛ばす勢いで、 

沢山お肉を食べていました！！ 

 

ピアつばめから 
～家族会を行いました～ 

9 月 7 日(土)に家族会を開きました。 

さわら会会長、ピアつばめスタッフの他、 

B 型から 5 名・生活訓練から 2 名の計 7 名のご家族

の方が参加をして下さいました。 

食事をとりながら会話も弾み、 

とても有意義な時間を過ごす事が 

できました。 

 

 

西区第一障がい者基幹相談支援センターから 

～日頃の想い～ 

業務の忙しい期間、頑張って集中すればする程

周りが見えなくなってしまうなと感じます。 

集中すること自体は、素晴らしいのですが、 

頑張って集中している時ほど意識をして、立ち

止まり、少し離れて自分や周りを 

見つめる事が大切だなと思います。 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1568516189/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy53YW5wdWcuY29tL2lsbHVzdDM4Lmh0bWw-/RS=^ADBvbHR4_EJ5S1GAibGXfpmcWBkGMc-;_ylt=A2RCA.TdVnxdDWYAuByU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1568516189/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy53YW5wdWcuY29tL2lsbHVzdDM4Lmh0bWw-/RS=^ADBvbHR4_EJ5S1GAibGXfpmcWBkGMc-;_ylt=A2RCA.TdVnxdDWYAuByU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1568773647/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuaWxsdXN0LWJveC5qcC9zb3phaS8xMTcxNDkv/RS=^ADBspxMzIJlhIkCtQwaLhJQqwBfXT4-;_ylt=A2RimFKPRIBduREAzh.U3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1569468404/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy5zb3phaXlhLm9yZy9jb3Ntb3MuaHRtbA--/RS=^ADBBOx_gwsGc68fwXXQ0ypPijUu_ik-;_ylt=A2RimFBz3opdPjwAlC2U3uV7
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  実行委員長よりご挨拶 ★開催後記 

 ～沢山のご来場、誠に有難うございました！！～ 

 

 2019年も残すところあと少しとなりました。 

この度、「つばめ祭り」実行委員長を務めました田之上 

と申します。 

 10月 5日（土）に、2年ぶりに開催することが出来

ました。昨年、台風で開催できなかった分、日頃から、

お世話になっている地域の方々や社会復帰に向けて、 

頑張る当事者の方々に、沢山の恩返しがしたいという 

思いをずっと抱いておりました。 

 それを実現するために、約半年間かけて、つばめ福祉

会一同で準備を進めてまいりました。 

何度も会議を重ね、課題を 1 つ 1 つ地道に良い方向へ

と修正していきました。 

当日は天候に恵まれただけでなく、 

沢山の方々にご来場頂きました。 

つばめ祭りに足を運んで頂き、 

感謝の気持ちでいっぱいです。 

ご来場、誠に有難うございました。 

          

つばめ工房 原作業所 

つばめ祭り実行委員長 田之上 将士 
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 ◆開会の挨拶（鷹尾理事長） 

 ◆西南学院大学コーラスサークル 

     「フラウエン・コール」 

 ◆メンタリスト「ライブ」パフォーマンス 

 ◆観客参加型ゲーム       

 ◆スピークアウト（2分間スピーチ） 

 ◆つばめコーラスサークル「プリズム」 

 ◆ギターサークル「トライアングル」による演奏 

 ◆大抽選会 

 ◆閉会の挨拶（田之上実行委員長） 

      ★プログラム★ 

★販売に参加した方の感想・・・ 
「初めて参加して、色々な作業所や 
沢山の方とお話しできて嬉しかったです！」 
 

西南学院大学のコーラスサークルの 
皆さんの演奏と歌声に皆さんうっとり♪ 
 

司会進行大抜擢！！ 
つばめ福祉会 

若手ホープも大活躍！ 
 

メンタリスト・ライブさんのパフォーマンスに
会場は、びっくり、どっきり！！ 
 

 
★参加型ゲームに参加した方の感想・・・ 
「問題は簡単なのと難しいのと両方 
 ありましたが、楽しかったです！」 
 

お子様方も、 
ウェルカムです♪♪ 

 

真心込めてカレー作りました♪ 
★販売に参加した方の感想・・・ 
「沢山売れて嬉しかったです！」 

沢山メニューを考案しました♪ 
 一番牛丼が売れました！ 

 地域の方々とのふれあいで皆さん 
生き生き！！お祭りスタートです♪ 

参加型ゲームで一等賞！ 
「お米当たりました！！」 
来年はあなたの番かも！ 

初めてアクセサリー作りに挑戦！ 
職員と一緒に楽しみながら作成です♪ 

人気企画・大抽選会にて、 
堂々の一等賞！！バンザイ！ 障がいへの理解を深めて頂く為、 

ヤンセンファーマ株式会社様と共同で
幻聴体験ブースも設けました。 

★体験者の方の感想・・・ 
「当事者の方々は大変な思いをされて
いるということが分かりました」 

つばめコーラスサークル・プリズム♪ 
★参加した方の感想・・・ 

「緊張したけど皆と歌えて嬉しかったです」 

原公民館ギターサークル・ 
トライアングルの皆さんより、 
美しい秋の音色の贈り物頂きました♪ 

目ぼしい商品は？？ 
わいわい賑やかフリーマーケット♪ 

沢山のご来場誠に有難うございました！ 
来年も皆様のご来場お待ちしております 

★振り返りと来年に向けて・・・★ 
 清々しい秋空のもと、今年も、お子様からご高齢の方まで 

地域の沢山の方々にご来場頂きました。 

 ボランティアやゲストの方々にも多大なるご協力を頂き、 

会場は、終始和やかで明るい雰囲気に包まれました。 

地域の方々に日頃の感謝をお伝えし、交流を深める 

貴重な 1日となりました。 

つばめ福祉会の団結力もより強まった気がします。 

 

来年も、今年の経験を糧に、さらに充実発展した、 

笑顔あふれるつばめ祭りにしていきます！ 

https://illustimage.com/?id=1036
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