
 

「おおぞら」は、グループホームの運営・就労支援の活動を軸に、主に知的障がい・発達障がい

のある方々の地域生活を支援する活動を行っています。 

“障がいのある方が、地域の人々とともにふつうに暮らすこと”、それが私たちの願いです。 

障がい者の社会参加を広げる 
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賛助会員・ご寄附にご協力をお願いします 

活動にご賛同いただける方のご入会・ご継続お願いいたします。 

明けましておめでとうございます。 

 新型コロナの流行により、例年参加している地域のイベントがほぼ中止となり、地域の方々との交流を楽

しみに活動していたおおぞらにとっても我慢を強いられた 2020 年。第三波の収まる様子がないまま 2021 年

となりました。例年通りとはいかなかったかと思いますが、良いお正月を過ごすことはできましたでしょうか。 

 おおぞらの 2021 年も始動しました。昨年茨城県内でも障がい者施設でのクラスターが発生しました。私た

ちも“とにかく罹らない”、“罹ってもうつさない”に注力して活動していく事になります。今年は皆さんとお会いでき

る機会が持てたらいいなと思いながら、日々活動してまいります。 

本年もおおぞらをどうぞよろしくお願いいたします。 

特定非営利活動法人 おおぞら 

理事長 小澤純也 

公園で散歩。 

利用者さんどうし、

支え合いながら 



 

寄贈・助成金をいただきました 

 とてもうれしいご報告があります。 

 昨年 11 月に就労支援部門のきりの木では、助成金の採

択と物品寄贈を受け、作業効率を上げるために、トラクターと

ハンマーナイフの２つの機器を導入することができました。 

 まずトラクターですが、社会福祉法人丸紅基金様から

200 万円の助成を受けて購入しました。丸紅基金の原資

は、役員、社員、OB・OG の有志を構成メンバーとした 100

円クラブに寄せられた寄付金と、その同額を丸紅株式会社

が拠出したマッチングギフトです。 

 きりの木では、あちこちガタが来ている年代物のトラクターを

騙しだまし使っていました。馬力も小さく作業効率が悪かった

のですがもう大丈夫です。トラクターを駆使して利用者さんと

たくさん野菜を作っていきます！ 

 丸紅基金の皆様、ありがとうございました。 

 自動車総連茨城地方協議会様から物品寄贈のお話をい

ただき、昨年 11 月、きりの木の作業用にと“ハンマーナイフモ

ア”をご寄贈いただきました。 

“自動車総連”は日本の基幹産業である自動車産業で働く

皆さんの労働組合ですが、組合の皆様の“福祉カンパ活動”

で様々な福祉活動をされています。その一つとして今回、きり

の木へご寄贈いただきました。自動車総連茨城地方協議会

の皆様、ありがとうございました。 

 

ハンマーナイフモアは、畑で使うのはもちろん、除草作

業にも使用できます。きりの木には芝刈り機もありま

すので、草刈り作業や芝刈り作業を承ります。 

お見積り・お問い合わせは 

  029-875-8841 きりの木まで 
助成金で購入した 28馬力のトラクター 

ご寄贈いただいたハンマーナイフモア 

 コロナ禍 成人式に思うこと  最近のニュースから 

 緊急事態宣言や自粛要請下での成人式。開催をめぐり中止

や延期、会場を変えての開催等、各自治体により判断が分か

れる異例づくしの成人式となりました。 

 今年度、おおぞらでも 2 名が新成人となりました。グルー

プホーム入居者は感染リスクを考え、かわいそうではあり

ましたが、成人式の参加を見送ってもらいました。  

 成人になるとは「社会から大人として認められること」で

す。日本では成人式を華やかな式典で祝いま

すが、世界には天然のツルを巻き付けてバン

ジージャンプをしたり、猛獣と闘うことで一

人前！などという、命がけの通過儀礼もある

そうです。 

 2022 年 4 月から日本の成人年齢は 18 歳に引き下げられ

ます。喫煙や飲酒の制限は 20 歳のままですが、18 歳で親権

がなくなり、契約等の法律行為が単独でできるようになり

ます。これは、障がい者の方も同じです。成年後見制度の利用

がない場合、契約内容に問題がない限りは、障害があっても

有効な契約としての責任が生じます。実際に、「グループホー

ムに入居した方が、過去の契約で数百万円の債務を抱えて

いたとわかり、慌てて債務整理を行った」、なんてこともあり

ました。 

 成年後見制度は、家庭裁判所の審

判を受ける敷居の高い制度ではあ

りますが、トラブルを回避するため

に、成人を迎えるにあたり、検討し

てみてはいかがでしょうか。 

 さて、話は成人式に戻ります。 

おおぞらでは成人を迎えた利用者

さんに、「自分の気持ちだけでなく、

まわりの人のことを大切に想える

のがオトナなんだよ」と伝えまし

た。 

 やりたいことに溢れている若い世代

にとって、コロナ禍で生活が大きく制

約されている今は本当につらいだろ

うと思います。「自分は罹っても重症化しにくい」と知りつ

つも、若い方の多くが、病気の人や高齢者など、見知らぬたく

さんの命のためにと自制しています。 

 悪い所ばかりに目が行きがちなコロナ禍ですが、今の試練

が、自分のその先にある他者を思いやる経験となり、未来の

社会づくりに活きてくるのではないか、そんな希望を抱き

つつ乗り越えていければと。(な） 

裁判所発行のパンフ 

(裁判所 HP より) 



 

  
活動報告 

着火材“TAKEBI” 

北関東のキャンプ場でも

使用していただいてます 

蒸した人参をペース

トにしました 

 就労支援事業所きりの木では、様々なオリジナル製品を

製造販売しています。 

 放置竹林を整備した際に出た竹と使用済みのろうそくと混

ぜ合わせて作る着火材の“竹火”や土壌改良剤の“竹花菜”。

きりの木農園で採れた野菜を使用した人参ジャムをはじめ、

ピーナッツバターやおさつチップス、人参ペーストや蒸し大豆など

も作っています。昨年末にはギフトボックスの販売も開始。 

 これらの製品は、ハピリィマルシェで販売しているほか、一

部、農産物直売所大きなかぶで販売しています。更に、この

度ネットでの販売も始めまし

た。竹製品は Yahoo ショッ

ピング、食品はネット直売所

“食べチョク”にて販売をしてい

ます。ぜひご利用ください。 

食べチョク Yahoo ショッピング 

  

 「うしくあみ斎場」でも会葬者数

に制限を設けたり、食事の振る舞

いの自粛が要請され、とても静かな

お見送りが行われています。 

 先の見えない中、売店・喫茶室

「あさぎ」でも、できる限りの感染症

対策をして、頑張って営業を続けて

います。 

 昨年、サテライト型ホームと男性用のホーム「こすも」に新しい入

居者を迎え、現在 19 名の方が暮らしています。 

 先日、ホームの世話人さんたちに、「もし感染者が発生したとき

に、勤務してもらえるかどうか」、アンケートを取りました。結果、安

全な対応方法がわかれば勤務ができますと、頼もしい回答を多く

いただきました。 

 日常の感染予防も行いつつ、いざというときにも落ち着いて対応できるよう、マニュ

アルや連絡体制の見直し、備品の購入を進めています。 

今年度、2 名の利用者さんが成人となりました！おめでとうございます 

8 月に 20 歳になったカ

トリーナさん 

(ひまわり) 

 ★夢は「自立すること」  

 ★ 目標は「副業して貯

金すること」 

自立へ向けて一歩ずつ

進んでいきましょう！ 

7 月に 20 歳になった 

鬼澤泰我さん 

 (きりの木) 

「竹とか粉砕とか、もっと

難しい仕事をするため

に、スキルアップしない

と！」と意気込みを語っ

てくれました 

 昨年度、阿見直売所さんで、農家さんから「芋掘りの

仕事をしないか」とお声掛けいただきました。今年も続けて

お仕事をさせてもらい、「去年より堀り上げが早くなった

ね」とお褒めの言葉もいただきました。 

 そして今度は、利用者さんたちの頑張っている姿を見た

近くの農家さんから、里芋堀りのお仕事をいただきまし

た。つながりの中でお仕事が増えています！ 

 ハピリィマルシェは新型コロナの拡大をうけて、店内で

の飲食を休止し、テイクアウトでのお弁当販売とオリジ

ナル製品の販売のみ行っております。営業時間も１１

時～１５時と短縮しております。ご不便をおかけします

が、ご了承ください。 



 

 

特定非営利活動法人おおぞら理事長 小澤 純也 編集 おおぞら事務局 
住所：〒 300-1237 茨城県牛久市田宮 3丁目 1-18 電話:029-873-8883 ファクシミリ:029-886-5161 

ホームページ: https://npoohzora.org   E-mail: mail@npoohzora.org 

 認定 NPO 法人取得のためにと寄附

のご依頼を続けていますが、今年度

もたくさんの個人・団体の皆さま

からご寄附にご協力をいただいて

おります。本当にありがとうござい

ます。 

 10 月末に、NPO を管轄する「茨城県県民生活環境部

女性活躍・県民協働課 」に認定の申請を提出しまし

た。申請後に現地調査があり、その後の審査を経て要

件を満たしていれば認定を受けることができます。  

  本来であれば、結果のご報告ができる時期でした

が、外出自粛期間に入ってしまったために、まだ調査

ができていない状況です。進捗がありましたら追っ

てご報告いたしますので、今しばらくお待ち下さい。 

当会の活動にご賛同いただける方のご入会をお待ち

しております 
 期間： 2020 年 4 月～ 2021 年 3 月 

◎正 会 員 ： 3,000 円     ◎賛 助 会 員  ： 3,000 円 

◎団 体 正 会 員 ： 10,000 円 ◎団体賛助会員： 10,000 円 

※振込用紙をご希望の方はご一報ください。 

○活動へのご寄附へもご協力をお願いいたします 

会費・ご寄付にご協力いただきまして、

ありがとうございました 

今年度は、2020 年 12 月 31 日現在、 

92 の団体様、個人様から、ご寄附・賛助会費

をご入金いただきました。  
(お名前の掲載は控えさせていただきます） 

2020 年度会員募集！ 

 

使用済みロウソクを集めて  

います！ 
  

着火材の原料となるロウソクを集めていま

す。ご家庭に眠っているロウソクがありまし

たら、ご寄贈をお願いいたします（使いかけ

のものでも、活用させていただきます） 

ハピリィマルシェとおおぞらに、

ロウソク回収箱を置いています。

ご協力をお願いします！ 

○ゆうちょ銀行から  

記号： 10650 

口座番号： 36581501 

名義：特定非営利活動法人おおぞら 

○ゆうちょ銀行以外
 

から 

店名：〇六八（ゼロロクハチ） 

店番： 068 

種目：普通預金  

口座番号： 3658150 

○お問合せ先 

おおぞら事務局（平日 9 時-17 時） 

電 話： 029-873-8883 

メール： mail@npoohzora.org 

フォロワー募集！ 

SNS 発信をしています 

※それぞれ以下の検索ワードで覗いてみてください 

Twitter → NPO 法人おおぞら/ハピリィマルシェ/ ＠ npoohzora 

Facebook →特定非営利活動法人おおぞら 

Instagram → npoohzora / 特定非営利活動法人おおぞら 

日々のできごとをゆる～く更新中！ 

よろしければフォローをお願いします 

↓ホームページも見てください♡  
https://npoohzora.org   https://happilymarche.com       

～ご寄附のお願い～ 

  おおぞらは、認定 NPO 法人の認証取得を目指してい

ます。認証を取ることは、より社会的信頼を高め、社会

のニーズに寄り添い、息長く活動を続けていくための、

法人の基盤作りともなります。 

  3,000 円以上のご寄附を、年平均で 100 名以上の方

からいただくことが条件のひとつとなります。私ども

の活動にご賛同いただけましたら、どうぞご協力をお

願いいたします。 

※ 1 年の間に同じお名前で複数回いただいたお振込

みは、1 回とカウントされます 

※同一家計の方からのご寄附は１件とみなされます 

※賛助会費は、1 件分の寄附と見なされます 

※正会費は寄附とはみなされません 

↓ご協力いただける方は、以下振込先にご入金をお願い致します。振込用紙をご希望の方はお手数ですがご一報ください 


