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　新年度を直前に控えていることから各施設
などの責任者のコメントを特集しました。
　多少「書きぶり」に違いがあるようですが、法人全体として
入所者さん・利用者さん・保護者の皆さまの満足度アップを
日々目指しています。
　皆さまからのご意見、苦言、ご要望を待っています。

　　　　新型コロナウィルス感染について日々報道されていま
すが、感染経路の特定も難しくなってきているため、予防対策を
しっかり実行し、体調管理に万全を尽くすことが大切です。
病に罹らないために、普段から基礎体力の維持と強化に
努めましょう。

ひとこと
東洋学園・成人部 定員

住所

震災後いわき市四倉町に再開時新たに成人部として事業を展開。利用者個々の自立性を
重んじ意思を尊重し自分の目的に向かい、本人の希望に添った施設内外の行事、作業
訓練(施設外の企業にて仕事)に取り組み、社会参加が出来るよう訓練し笑顔に満ち
あふれた生活が送れるよう支援します。また、地域に密着し開かれた施設づくりを目指します。

いわき市四倉町細谷字御廐13-3  TEL 0246-38-4082
生活介護40名・入所支援40名・短期入所４名 東洋健生園 定員

住所

私たち職員は「どんなに障害が重くとも意思は存在する」という理念への理解を深めると
ともに、意思決定のための支援こそが寄り添う支援であり、本人の意思に基づいたその人
らしい生活が少しでも多く提供できるよう取り組んでいます。

いわき市内郷宮町代188-2  TEL 0246-38-7831
生活介護40名・入所支援40名・短期入所2名

東洋学園・児童部 定員

住所

震災後いわき市四倉町に再開時に、児童部の年齢超過者が増加していたことから今後のことを考え
成人部を別に立ち上げました。児童部は、施設行事を始め日々の学校通学、学校行事に携わりながら一人
ひとりの個性や自立性を重んじ自らの意思で行動することを大切にし、元気で自由に健やかに豊かな
生活が送れるよう支援します。また、地域との結びつきを重視して開かれた施設づくりを目指します。

いわき市四倉町細谷字御廐13-3  TEL 0246-38-7871
児童入所支援40名・短期入所2名・日中一時4名

のびっこらんど悠悠 定員

住所

令和2年2月1日より事業所を新築・移転し、心新たにスタートしました。見学や
相談に来所された保護者の方々の相談を伺い、お子さまの不安や困り感を抱えている
方々に寄り添える療育事業所を目指し、将来を見据えて子どもの発達に合わせて
育ちを支えていきます。

いわき市平下高久字川和久18-1  TEL 0246-84-5505
10名 のびっこらんど 定員

住所

お子さんとの触れ合いを大切にし、寄り添いながらそれぞれのお子さんの持って
いる力が十分に発揮できるような活動、成長や興味の幅が広がるような体験などを
行っています。「のびっこらんどに行きたい！」と言ってもらえるような、お子さん
と保護者さんが楽しく安心して利用してくださる施設を心掛けています。

いわき市久之浜町久之浜字南町34　TEL 0246-85-0760
10名

せ き れ い 定員

住所

新年度のスローガンは「体験」、農福連携にもつながる施設外就労、地元との港福連携への
参画など良いと思ったらチャレンジ！障がいを持つ方々は経験不足とよく言われますが、私
たち職員も同じ。世の中には知らないこと、体験していないことが圧倒的に多いという自覚を
持ち、知らないことを学び体験していくことを利用者さんと一緒に楽しめる事業所にします。

いわき市四倉町字東１丁目68-24　　TEL 0246-38-8781
就労継続支援B型20名

グループホーム浜 定員

住所

主に就労支援B型の『せきれい』に通う方々が集った４つのグループホームです。
出来立てほやほや、まだ青臭い騒々しい面々ではありますが、きっと素晴らしい
ハーモニーを奏でるときもありますのでその時を期待して見守ってください。

いわき市四倉町字東１丁目68-24  TEL 0246-38-8781
24名 相談支援双葉事業所 住所

利用者が安心して自立した日常生活、社会生活を営むことができるように総合的、かつ、
効率的にサービスを提供するよう配慮して相談支援業務を実施しています。
また、安心して双葉郡に帰還して生活できるよう資源の開発等にも関わっていきます。

いわき市四倉町字東１丁目68-24
TEL 0246-38-9773

◎いわき地区

各施設・事業所
令和2年度抱負

もう数日で新しい年度（令和2年度）がスタートします。各施設・事業所の責任者の新年度を
迎えての個性的な「思い・やる気」などを特集してみました。各施設・事業所に
おいて、法人全体において、支援サービスの向上、満足度アップを目指して頑張ります。

編集
後記

おおくま共生園　施設での豆まき行事（6ページに本文）
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　鴨川義塾、ウミガメ倶楽部、オアシスよってこ、鴨川中学校、
城西国際大学、社会福祉協議会他有志様から毎年、法人全施設に
季節の『菜の花』を送って頂き感謝致します。
　この花を見るたびに、お世話になった方々を思い出し、勇気が
湧いてきます。

千葉県鴨川市から菜の花寄贈千葉県鴨川市から菜の花寄贈寄贈

南相馬市（原町）

　2月29日（土）に支援センターにて第4回交流会を開催
しました。1年間の振り返りと来年の目標の発表を行い
ました。その後、カラオケを行う予定でしたが、新型コロナ
ウイルス拡大防止のためパーティーゲームに内容変更し、
クイズ、伝言ゲーム、イントロクイズを行いました。クイズが
思いのほか盛り上がり楽しい時間を過ごしました。

第4回在職者及び求職者の
職場定着促進のための交流会を行いました。

相双障害者就業・生活支援センター
2月29日

（字が小さくてすみません）
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◎各施設・事業所 令和2年度抱負

原町共生授産園 定員

住所

当施設の利用者は22歳から72歳で、平均年齢は47歳。能力や目標に応じて機能
訓練や作業訓練に取り組んでいます。社会資本としての存在価値を高めるために、
地域との繋がりを大切に積極的に交流し、入所施設の強みを活かしながら地域との
共生を図っていきます。

南相馬市原町区金沢字割田228  TEL 0244-24-1233
入所支援52名・生活介護53名・短期入所（空床型）２名 原 町 学 園 定員

住所

就労を目指すための入所施設として、地域の製造業、サービス業の事業所で実習を重ね、
多くの利用者が社会へと巣立っております。思春期の中で葛藤しながら集団生活を
おくっている彼ら彼女らに社会のルールや、人とのつながりの大切さを覚えて欲しいと
願っています。そして、今年も笑顔で送り出せる年にします。

相馬市赤木字松ケ沢160-4  TEL 0244-36-4660
児童入所支援30名・短期入所（空床型）　

ワークスペース・アシスト 定員

住所

当施設では、日々利用者の方々と職員が一丸となり、自主作業・各下請け作業に取り
組んでいます。その作業を通じて、役割分担や他者との関わり方、就労への意欲と責任
などを自発的に見出せるよう支援しています。今後も明るく楽しい雰囲気づくりを
心がけ、利用者さんが活動しやすい場の提供に努めます。

南相馬市原町区桜井町1-130　　TEL 0244-26-3338
就労継続支援B型30名

のびっこらんど相馬 定員

住所

事業所が現在の場所に移転してからもうすぐ3年に。街中ということもあり、地域の皆さ
んにも知ってもらう機会が多くなったと実感しています。新年度はこの地域にある魅力
的な資源をもっともっと発見し、親子で楽しく過ごせる行事などを企画していきます！
日々の内容も含めてご要望などたくさんお寄せください。

相馬市中村字桜ケ丘195  TEL 0244-36-0655
10名　のびっこらんどキララ 定員

住所

国道6号線に近く交通の便が良い「のびっこらんどキララ」は、これからの季節、小鳥のさえずりが聞こえ、
桜をはじめとする草花が咲き誇る豊かな自然環境で、3歳児から高校生まで幅広い年代の方が利用
されています。小さい子は楽しく遊びながら、出来る事が増えるごとに心身の成長がアップ、
高学年児童は将来の自立を目指し、スモールステップ！ 新年度もしっかり取り組んでいきます。

相馬市赤木字松ケ沢159-1  TEL 0244-35-0033
10名

のびっこらんど原町 定員

住所

この4月で開所して３年目に。「のびっこらんど原町らしさ」も育ち、のびっこを好きになって
もらっていることをとても嬉しく思います。新年度はより保護者様との距離を近くし、
共に子育てを楽しみ、支える存在を目指します。通って良かったと思ってもらえるよう
スタッフ一丸となり努力していきます。

南相馬市原町区上北高平字高松204-1  TEL 0244-26-3888
10名のびっこらんど愛愛 定員

住所

現在2歳児さんから中1の生徒さん56名の方々が利用。愛愛では「練習」「訓練」のような
『やらせ』ではなく、お子さん達が「やってみたい！」「もっとやりたい！」気持ちを持って
主体的に取り組み、楽しみながら力を伸ばせる活動を提供できるよう心がけています。
子ども達、保護者さん、スタッフが共に成長できる施設を目指しています。

南相馬市原町区青葉町3丁目92　TEL 0244-23-4690
10名

グループホーム原町 定員

住所

障がいをお持ちの方々が、共同生活を通して地域で自立した生活を送っています。食事の
提供や金銭管理の支援など日常生活で自分らしく生活されるためのお手伝いをして
います。また、仕事や作業、生活面などの悩みを本人に寄り添いながら関係機関を含めて
一緒に考え、安心した生活や仕事ができるよう支援しています。

南相馬市原町区桜井町一丁目77-2  TEL 0244-24-3553
30名

相双障害者就業・
  生活支援センター

住所

地域で障がいをお持ちで就職を希望されている方々の「働きたい」という気持ちに
寄り添いながら、働くまでのお手伝いや働き始めてからの悩みなどを支援しています。
その際に、職場での関係だけではなく安心して地域で生活が送れるように関係機関
と協力して一体的にサポートしています。

南相馬市原町区桜井町1丁目77-2
TEL 0244-24-3553　 相談支援相馬事業所 住所

障がいがあっても住み慣れた地域で安心して暮らし続けるように、ご本人やご家族
からの相談を受けています。内容は、職場、福祉サービスの利用や制度について、
生活の困りごとなどを関係機関と一緒になって考えながら支援しています。相談料
は無料です。お気軽にご連絡ください。

南相馬市原町区桜井町1丁目77-2
TEL 0244-24-3553

グループホーム富岡 定員

住所

震災再建から３年目。グループホームを利用されている一人ひとりが援助を受け
ながらも自らの生活のリズムを整え、地域にある社会資源の活用を図りながら、充実
した地域生活が送れるよう事業展開を図っています。また、継続的に就労すること
ができるよう各事業所等との連携を図りながら支援します。

田村市船引町船引字屋頭清水204  TEL 0247-82-6945
30名 相談支援田村事業所 住所

新年度特に力を入れていきたい事はアウトリーチ、出かける支援に力を入れ一回でも
多くの相談者さんの元へ足を運び、一人ひとり一つ一つのお話を丁寧に伺います。福祉
サービス利用から生活の上での困りごとまで些細な悩み事でも大丈夫ですので、お気軽に
ご相談下さい。相談は無料です。（恋愛相談は苦手ですので申し訳ありません＜笑＞）

田村市船引町船引字上中田33-1
TEL 0247-61-5071

のびっこらんど美山 定員

住所

開所から丸７年が経ちました「のびっこらんど美山」は、学童を中心とした
プログラムを主に療育をしています。将来を見据え、職場見学や緊張をほぐす
リラクゼーションなどのセルフケアにも取り組んでいます。学童ならではの思春期の
悩みや課題に、ご本人と保護者様に寄り添いながら、解決の方法を探していきます。

田村市船引町北鹿又沼ノ下150-97  TEL 0247-61-5151
10名 のびっこらんど三春 定員

住所

梅、桃、桜の三つの花が同時に咲くと言われる美しい三春町で、「のびっこらんど
三春」が開所して早2年が過ぎようとしています。地域の皆様に支えられ、子ども達も
元気に活動しており、とても感謝しております。身近な地域で温かい療育を優しく
手渡しで届けていきます。

田村郡三春町大字平沢字高戸屋19-2  TEL 0247-61-6058
10名

のびっこらんど田村 定員

住所

現在、未就学児39名・学童児34名計73名と多くの方がご利用くださり、お子さん
や保護者様のニーズに合わせた支援を行っています。お子さんの好きなこと、得意な
ことを伸ばしながら、「できた」という達成感や自信へつなげていきます。保護者様
と一緒に悩み・考え、お子さんの成長を応援していきます。

田村市船引町船引字中島22  TEL 0247-73-8253
10名 のびっこらんど船引 定員

住所

学校・家庭に次ぐ第3の場として、放課後や長期休みに豊かで充実した日中活動
(療育)とお友だちと共に集団生活を楽しめるよう指導・援助を行っています。また、
お友達との関わりや日常生活に必要な訓練、公共の場へ出向くなど様々な経験を
重ねていくことで自立して地域での生活が送れる力を養っていきます。

田村市船引町北鹿又字沼ノ下121-190  TEL 0247-73-8056
10名

おおくま共生園 定員

住所

クリ－ニング事業を主体とした事業所で、立ち仕事が多いので筋力アップにつながり
スマ－トな利用者が殆どです。自己自立に向けて「働く」「くらす」ことの大切さを
学び個々の就労意欲が高まるように工夫と改善を行っています。また、地域の
皆様に親しまれ、頼られる事業所を目指します。

田村市船引町北鹿又字沼ノ下150-97  TEL 0247-61-5381
就労継続支援Ｂ型30名 多機能・田村 定員

住所

ほっとするような出来事の集合体であったらいいなと思う。それが出来るよう日頃からの
準備をしているか？支援者はもちろん事業所としての信頼感がどれだけあるか？今日は
どんな場面で、はたまたアピールしてくれた場面を気づきさらに加えて、いいね！を
見つけよう。そんな「ニコリほっと」肯定感あふれる「場所」「地域」にしたい。

田村市大越町牧野字堺68-2  TEL 0247-85-3988
就労継続支援Ｂ型30名・生活介護10名

東洋育成園 定員

住所

当協会の施設の中では一番利用者の高齢化が進んでおりますが、一日一日を大切に有意義
に過していきたいと考えています。そのためには健康であることが第一であり、体力・機能
の低下を予防し維持できるよう歩行を基本に、色々な健康器具や運動を取り入れて
います。一人ひとりに寄り添った支援に心掛け、満足度の向上が図れるように努めます。

田村市船引町文珠字江戸内173-1  TEL 0247-61-5572
生活介護50名・入所支援50名・短期入所４名 あぶくま更生園 定員

住所

震災再建（新築）から６年目。地域・保護者からの負託に応えるべく、職員の「資格取得」
「職員教育」「明るい職場づくり」を重点目標とし、施設全体の資質の向上、活性化を図ります。
そのために、職員一人ひとりが理想（夢）を持ちそれを具現化させていくことを
目指します。施設が利用する方々にとってよりよい居場所となるために努力を重ねます。

田村市船引町船引字四斗蒔田69-1  TEL 0247-61-6250　
生活介護40名・入所支援46名・短期入所4名

◎田村地区

◎相馬地区
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◎障がい福祉サービス種別による施設・事業所紹介

2月に豆まきを行いました。豆に見立てたボール持って
おに退治の準備万端 !だったはずが、いざ、おにが現れると、
こわくて大泣きでした !大きいお兄さんやお姉さんが一生
懸命に「おにはそと～ !」と追い払ってくれました。学園中に
大きな泣き声とかけ声が響き渡り、元気な一年になりそうです。
おに退治のあとは、おやつタイム !とっても頑張ったので、

より一層おいしく感じました。

福祉型障がい児入所施設

東 洋 育 成 園 田村市（船引町）
今日は楽しいひなまつり～♪

原町共生授産園 南相馬市（原町）

あぶくま更生園 田村市（船引町）

2月26日（水）にクラブ活動を行いました。その中
でも、家庭クラブではバナナを使ったデザート作りに
チャレンジ。バナナにクリームをつけ、様々なお菓子で
利用者さんが好きなようにデコレーションをしました。
個性豊かなバナナのデザートが完成し、美味しいだけで
なく、作成の過程を楽しめる時間となりました。利用者さん
からも「美味しい」との声を聞くことが出来、次回のクラブ
活動が楽しみになりました。

東 洋 健 生 園 いわき市（内郷）
障がい者入所支援施設

2月4日（火）に節分で豆まきを行いました !今年の年男、
年女の利用者さんと職員が裃を身にまとい、鬼が描かれた
的や、突然登場した鬼に向かって「鬼は外!福は内!」と元気に
豆をまきました。皆さん一生懸命豆をまき、今年も健康に
楽しく過ごせるようお祈りしました。

デザート作りを行いました。

3月3日

虫歯ゼロを目指して ～歯科保健指導～
原町保健センター職員の皆様がご来園くださり、歯科保健指導を実施しました。
上手に磨けているかを確認しながら、正しい歯磨きのやり方を教わりました!
鏡とにらめっこしながら、利用者の皆さんは真剣に取り組んでいました。教えて
もらったことを毎日実践して、虫歯ゼロの健康な歯で生活できるようにしたいですね♪
授産園では3月23日(月)にも歯科保健指導を予定しており、今後も継続して

行っていきます！

2月26
日

2月

豆まきを行いました!!

東洋学園児童部 いわき市（四倉）

3月3日（火）にひなまつり会を行いました!!利用者さん
の伴奏に合わせ、『うれしいなひな祭り』をみんなで楽しく
歌いました～♬ケーキ作りでは、ロールケーキにクリーム
やフルールをトッピング!!!お雛様のように美しいケーキ
に仕上がりました☆彡やっぱりおいしいね !

2月4
日

1月14
日
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のびっこらんどキララ 相馬市

のびっこらんど相馬 相馬市

のびっこらんど愛愛 南相馬市（原町）

のびっこらんど田村 田村市（船引町）

サンドイッチを作ろう！

障がい児通所支援事業

防災訓練(地震)を実施しました。

のびっこらんど・のびっこらんど悠悠 いわき市（久之浜）・いわき市（平）

合同で母親教室を実施しました。
臨床心理士　石川　恭子先生をのびっこらんど悠悠に
お招きして母親教室を実施しました。「ゲームで遊ぶ時間
がね」「食べられるものが少なくて…」と言ったお母さん
たちの困りごとについて話し合ったあと石川先生より
具体的なアドバイスを頂きました。

2月29日

2月29日

のびっこらんど相馬・のびっこらんどキララ 相馬市
合同で令和元年度第3回・第4回
プレスクールを開催しました。
1月13日（月･祝）と翌週25日（土）に年長さんを対象
としたプレスクールを行いました。
第3回目は音読や足し算・引き算の勉強に挑戦し、掃除
当番の体験をしました。
第4回目はこれまでの総まとめとしてテストを行い、
連絡帳の書き方も練習しました。この日はお弁当を持参
してもらい、給食の練習を兼ねてみんなで楽しく食べ
ました。
帰りには第1回目からの頑張りを賞し、サプライズで
表彰状授与式を開催 !
もうすぐ小学生の年長さん、ステキな1年生になってね!!
応援しています!!

1月1
3日
・
1月2
5日

3月2
日
〜
3月6

日

活動の様子

作品集の表紙作り♪

小学生、中学生を対象に開催した今回の行事では、ひな
祭り制作と釣りゲームを行いました。ひな祭り制作は皆それ
ぞれ個性的な作品に仕上げ、釣りゲームは大小様々な
お菓子や手作りの魚をたくさんゲットして喜んでいました。
サンドイッチはレタスやハム、チーズ、チョコレート、
はちみつ、マーガリンなどたくさんの材料を組み合わせて
はさみ、オリジナルのサンドイッチが完成 !「おいしーい(̂ )̂」
と大満足のみなさんでした。

2月17日（月）～21日（金）にかけて、利用されている
お子さん全員を対象に地震を想定した防災訓練を実施
しました。
以前は防災訓練を実施する日以外に利用されている
お子さんに十分実施出来ていなかったので、それを踏まえて
防災訓練ウィークとして今年度より改善しました。
防災頭巾を被る時に手こずってしまう場面が多く、今後
普段から正しく着用出来るように練習をしておこうと反省
が出来ました !
学童さんは実際に避難する練習の他、プリント教材を
使って地震が起こった際の危険個所を探す個人ワークを
行い、その後全員で発表しあう活動も行いました。

3月6日（金）の活動テーマは「おうまさん」!トンネルや
マットの坂道のコースを手足にしっかり力を入れてぐる～っと
回り、トランポリンでゴール!後半は段ボールのキャタピラ
に入って「どどどどど !」と突進。思い切りからだを使って
楽しめました。とってもハードな運動遊びでしたが、「もっと
やる !」とやる気満 （々^^）。汗だくになるまで一生懸命で
した。

3月2日（月）～3月6日（金）まで、1年間の作品をとじる
表紙作りに取り組みました。
午前のお友だちは手形スタンプに挑戦 !
スタンプ台に手を付け、表紙に小さい手をめいっぱい
広げて手形をとりました。
午後のお友だちは、お絵かき!!
「何を描こうかな～」とお友だちと楽しくお話をしながら
取り組み、表紙いっぱいに生き物や乗り物、マリオなどの
キャラクターを描きました。

原　町　学　園 相馬市
新地町の時計会社
「シチズン」の企業見学
新地町の時計会社
「シチズン」の企業見学
原町学園は企業実習や園内作業を通して自立に向けた
活動をしています。その一環として、1月30日(金)利用者
2名が職場実習をしている「シチズン時計マニュファクチャ
リング東北相馬工場」の企業見学を行いました。たくさん
の機械の説明に皆、真剣なまなざしを向けていました。
自立に向けた努力の成果として、大半の卒園生は地域移行
(就労、グループホーム、アパート暮らし等)につながって
います。企業見学を受け入れてくださったシチズン様、
お忙しい中本当にありがとうございました。これからも
よろしくお願いします。

のびっこらんど悠悠 いわき市（平）

今回の「のびっこサロン」はお母さん方でバレンタイン
のチョコレートを作りました。作りながらお子さんの話
や思い出話などたくさんのお話をすることができ、あっ
という間にチョコレートができてしまいました(^▽^)/
「のびっこシアター」では、新しく広くなったお部屋で
ドラえもんを上映しました。みんな夢中になって映画を
見ることができていました(*’▽’)

のびっこサロン・のびっこシアター行いました♪

1月30日

2月11日

3月6日

2月17日〜2月21日

可愛い顔に描けまし
た 材料の卵をみんなで

作りました

何が釣れるかな～

サンドイッチ完成しました☆

これ美味しいよ～(̂ o )̂
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サンドイッチを作ろう！

障がい児通所支援事業

防災訓練(地震)を実施しました。

のびっこらんど・のびっこらんど悠悠 いわき市（久之浜）・いわき市（平）

合同で母親教室を実施しました。
臨床心理士　石川　恭子先生をのびっこらんど悠悠に
お招きして母親教室を実施しました。「ゲームで遊ぶ時間
がね」「食べられるものが少なくて…」と言ったお母さん
たちの困りごとについて話し合ったあと石川先生より
具体的なアドバイスを頂きました。

2月29日

2月29日

のびっこらんど相馬・のびっこらんどキララ 相馬市
合同で令和元年度第3回・第4回
プレスクールを開催しました。
1月13日（月･祝）と翌週25日（土）に年長さんを対象
としたプレスクールを行いました。
第3回目は音読や足し算・引き算の勉強に挑戦し、掃除
当番の体験をしました。
第4回目はこれまでの総まとめとしてテストを行い、
連絡帳の書き方も練習しました。この日はお弁当を持参
してもらい、給食の練習を兼ねてみんなで楽しく食べ
ました。
帰りには第1回目からの頑張りを賞し、サプライズで
表彰状授与式を開催 !
もうすぐ小学生の年長さん、ステキな1年生になってね!!
応援しています!!

1月1
3日
・
1月2
5日

3月2
日
〜
3月6

日

活動の様子

作品集の表紙作り♪

小学生、中学生を対象に開催した今回の行事では、ひな
祭り制作と釣りゲームを行いました。ひな祭り制作は皆それ
ぞれ個性的な作品に仕上げ、釣りゲームは大小様々な
お菓子や手作りの魚をたくさんゲットして喜んでいました。
サンドイッチはレタスやハム、チーズ、チョコレート、
はちみつ、マーガリンなどたくさんの材料を組み合わせて
はさみ、オリジナルのサンドイッチが完成 !「おいしーい(̂ )̂」
と大満足のみなさんでした。

2月17日（月）～21日（金）にかけて、利用されている
お子さん全員を対象に地震を想定した防災訓練を実施
しました。
以前は防災訓練を実施する日以外に利用されている
お子さんに十分実施出来ていなかったので、それを踏まえて
防災訓練ウィークとして今年度より改善しました。
防災頭巾を被る時に手こずってしまう場面が多く、今後
普段から正しく着用出来るように練習をしておこうと反省
が出来ました !
学童さんは実際に避難する練習の他、プリント教材を
使って地震が起こった際の危険個所を探す個人ワークを
行い、その後全員で発表しあう活動も行いました。

3月6日（金）の活動テーマは「おうまさん」!トンネルや
マットの坂道のコースを手足にしっかり力を入れてぐる～っと
回り、トランポリンでゴール!後半は段ボールのキャタピラ
に入って「どどどどど !」と突進。思い切りからだを使って
楽しめました。とってもハードな運動遊びでしたが、「もっと
やる !」とやる気満 （々^^）。汗だくになるまで一生懸命で
した。

3月2日（月）～3月6日（金）まで、1年間の作品をとじる
表紙作りに取り組みました。
午前のお友だちは手形スタンプに挑戦 !
スタンプ台に手を付け、表紙に小さい手をめいっぱい
広げて手形をとりました。
午後のお友だちは、お絵かき!!
「何を描こうかな～」とお友だちと楽しくお話をしながら
取り組み、表紙いっぱいに生き物や乗り物、マリオなどの
キャラクターを描きました。

原　町　学　園 相馬市
新地町の時計会社
「シチズン」の企業見学
新地町の時計会社
「シチズン」の企業見学
原町学園は企業実習や園内作業を通して自立に向けた
活動をしています。その一環として、1月30日(金)利用者
2名が職場実習をしている「シチズン時計マニュファクチャ
リング東北相馬工場」の企業見学を行いました。たくさん
の機械の説明に皆、真剣なまなざしを向けていました。
自立に向けた努力の成果として、大半の卒園生は地域移行
(就労、グループホーム、アパート暮らし等)につながって
います。企業見学を受け入れてくださったシチズン様、
お忙しい中本当にありがとうございました。これからも
よろしくお願いします。

のびっこらんど悠悠 いわき市（平）

今回の「のびっこサロン」はお母さん方でバレンタイン
のチョコレートを作りました。作りながらお子さんの話
や思い出話などたくさんのお話をすることができ、あっ
という間にチョコレートができてしまいました(^▽^)/
「のびっこシアター」では、新しく広くなったお部屋で
ドラえもんを上映しました。みんな夢中になって映画を
見ることができていました(*’▽’)

のびっこサロン・のびっこシアター行いました♪

1月30日

2月11日

3月6日

2月17日〜2月21日

可愛い顔に描けまし
た 材料の卵をみんなで

作りました

何が釣れるかな～

サンドイッチ完成しました☆

これ美味しいよ～(̂ o )̂

54



みみらい
第64号広報広報 M I R A I

障がい福祉サービス種別による施設・事業所紹介

GH原町事業所 南相馬市（原町）

せきれい いわき市（四倉町）

のびっこらんど船引 田村市（船引町）

のびっこらんど美山 田村市（船引町）

日中活動支援事業所

多機能型事業所 田村

おおくま共生園 田村市（船引町）

田村市（大越町）

南相馬市（原町）ワークスペース・アシスト

　初詣・餅つき大会では、一年の願いを込めてお参りを
しました。事業所に戻ってからは、千本木を使って餅つき大会
を行いました。

豆まきでは、年男、年女の方々が大きな声で鬼に向かって
豆をまき、みんなで追い払いました。

2月3日（月）の節分に、今年も一年、皆さんが病気せず、
健康で元気で過ごせるようにと願いを込めて、豆まきを
行いました。色とりどりの豆を準備し、「鬼は外、福は内」
との元気な掛け声とともに行いました。皆さんが毎朝、目に
する掲示板には、「節分」の由来を貼り出し、「節分」という
行事をより深く知ることができました。
2月14日（金)は、防災訓練を行いました。訓練後は、
緊急時用に備蓄してあるカップラーメン、ペットボトル
飲料水をみなさんで頂きました ! いざという時に自分の
身を守るため、日ごろの訓練から、「備える」ことや「逃げる」
ことの大切さを伝ていきたいと思います。

防災訓練実施 !当日、実際に地震があった中での訓練と
なりました。地震からの火災発生を想定して行いました。
消防署への通報訓練をはじめ、消火器の具体的な使い方
も行いました。利用者の皆さんは、真剣に、ハンカチを口に
当て、迅速な避難が出来ました。

せきれいでは4月からの「ネクサスファームおおくま」
（いちご農園）での施設外就労に向けて2月から週3回
ペースでイチゴの収穫や圃場での様々な仕事の研修を
行っています。　　ハウスの中は暑いけど…イチゴの
いい匂いが漂っています(*^-^*)
もう一つ、新しく段ボールのお仕事も始まりました♪
市内にある常磐パッケージさんのお仕事です。組み立て
たり、部材を貼ったり、皆さん一生懸命取り組んでいます
(*^-^*)

1月13日（月）にフローラ原町にて、グループホーム原町
事業所自治会による新年会を行いました。会場では円卓で
美味しい料理をみんなでいただき、カラオケを楽しんだり、
自治会役員がジェスチャーをして何かを当てるゲームを
したりであっという間の2時間を過ごしました。

研修を生かして療育現場へ

 1/11 初詣・餅つき大会。

新しいお仕事頑張ってます!!

新年会を開催しました。

  2/1 豆まき

節分!!防災訓練!!
2月27日（木）、田村地域の児童通所事業所の保育士・

児童指導員がのびっこらんど美山に集まり、勉強会を
行いました。63号の「みらい」でもご紹介した、ビジョン
トレーニングの講習会の振り返りを目的にしたものです。
講師の先生から教えていただいた教材を使ってみた感想、
アドバイスいただいて改善した点の報告などを、事業所
ごとに出し合いました。
ビジョントレーニングを取り入れての進捗状況や新たな
課題の共有ができ、これらをもとに、改善しながらより
質の高い療育へ生かしていきたいと思います。

社会科見学
コミュタン福島へ行ってきました。
放射線を「知る」「測る」「身を守る」「除く」ことについて
タブレットを使って学びました。
体験プログラムでは、かさ袋でロケットを作り的あて
コーナーで楽しみ、また全球型ドームシアターでは、古代
の恐竜や深海の様子など迫力ある映像と音に包まれ
子どもたちは大興奮でした。

手作りマスク作りに挑戦！
集団活動で高学年の児童はマスク作りに挑戦しました。
自分の好きな模様の布を選んで慣れない手つきで、ひと針
ひと針丁寧に縫ってゴムを通してお手製のマスクが完成
して大喜びでした。
これで予防も万全!ですね。

～『綿毛布、肌掛布団、夏掛羽毛布団等』クリーニングでリフレッシュしましょう。～
寝具クリーニングセール開催中《超激安価格》にて承っております。お気軽にお問合せ下さい。
おおくま共生園　銭高　0247-61-5381

2月11日

1月11日

3月9日

2月3
日
・
2月1

4日

2月1日

3月6日

1月13
日

2月1日

2月27日
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南相馬市（原町）ワークスペース・アシスト

　初詣・餅つき大会では、一年の願いを込めてお参りを
しました。事業所に戻ってからは、千本木を使って餅つき大会
を行いました。

豆まきでは、年男、年女の方々が大きな声で鬼に向かって
豆をまき、みんなで追い払いました。

2月3日（月）の節分に、今年も一年、皆さんが病気せず、
健康で元気で過ごせるようにと願いを込めて、豆まきを
行いました。色とりどりの豆を準備し、「鬼は外、福は内」
との元気な掛け声とともに行いました。皆さんが毎朝、目に
する掲示板には、「節分」の由来を貼り出し、「節分」という
行事をより深く知ることができました。
2月14日（金)は、防災訓練を行いました。訓練後は、
緊急時用に備蓄してあるカップラーメン、ペットボトル
飲料水をみなさんで頂きました ! いざという時に自分の
身を守るため、日ごろの訓練から、「備える」ことや「逃げる」
ことの大切さを伝ていきたいと思います。

防災訓練実施 !当日、実際に地震があった中での訓練と
なりました。地震からの火災発生を想定して行いました。
消防署への通報訓練をはじめ、消火器の具体的な使い方
も行いました。利用者の皆さんは、真剣に、ハンカチを口に
当て、迅速な避難が出来ました。

せきれいでは4月からの「ネクサスファームおおくま」
（いちご農園）での施設外就労に向けて2月から週3回
ペースでイチゴの収穫や圃場での様々な仕事の研修を
行っています。　　ハウスの中は暑いけど…イチゴの
いい匂いが漂っています(*^-^*)
もう一つ、新しく段ボールのお仕事も始まりました♪
市内にある常磐パッケージさんのお仕事です。組み立て
たり、部材を貼ったり、皆さん一生懸命取り組んでいます
(*^-^*)

1月13日（月）にフローラ原町にて、グループホーム原町
事業所自治会による新年会を行いました。会場では円卓で
美味しい料理をみんなでいただき、カラオケを楽しんだり、
自治会役員がジェスチャーをして何かを当てるゲームを
したりであっという間の2時間を過ごしました。

研修を生かして療育現場へ

 1/11 初詣・餅つき大会。

新しいお仕事頑張ってます!!

新年会を開催しました。

  2/1 豆まき

節分!!防災訓練!!
2月27日（木）、田村地域の児童通所事業所の保育士・
児童指導員がのびっこらんど美山に集まり、勉強会を
行いました。63号の「みらい」でもご紹介した、ビジョン
トレーニングの講習会の振り返りを目的にしたものです。
講師の先生から教えていただいた教材を使ってみた感想、
アドバイスいただいて改善した点の報告などを、事業所
ごとに出し合いました。
ビジョントレーニングを取り入れての進捗状況や新たな
課題の共有ができ、これらをもとに、改善しながらより
質の高い療育へ生かしていきたいと思います。

社会科見学
コミュタン福島へ行ってきました。
放射線を「知る」「測る」「身を守る」「除く」ことについて
タブレットを使って学びました。
体験プログラムでは、かさ袋でロケットを作り的あて
コーナーで楽しみ、また全球型ドームシアターでは、古代
の恐竜や深海の様子など迫力ある映像と音に包まれ
子どもたちは大興奮でした。

手作りマスク作りに挑戦！
集団活動で高学年の児童はマスク作りに挑戦しました。
自分の好きな模様の布を選んで慣れない手つきで、ひと針
ひと針丁寧に縫ってゴムを通してお手製のマスクが完成
して大喜びでした。
これで予防も万全!ですね。

～『綿毛布、肌掛布団、夏掛羽毛布団等』クリーニングでリフレッシュしましょう。～
寝具クリーニングセール開催中《超激安価格》にて承っております。お気軽にお問合せ下さい。
おおくま共生園　銭高　0247-61-5381

2月11日

1月11日

3月9日

2月3
日
・
2月1

4日

2月1日

3月6日

1月13
日

2月1日

2月27日
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令和2年

3月25日発行

M I R A I

みみらい

第64号広報広報 M I R A I

　新年度を直前に控えていることから各施設
などの責任者のコメントを特集しました。
　多少「書きぶり」に違いがあるようですが、法人全体として
入所者さん・利用者さん・保護者の皆さまの満足度アップを
日々目指しています。
　皆さまからのご意見、苦言、ご要望を待っています。

　　　　新型コロナウィルス感染について日々報道されていま
すが、感染経路の特定も難しくなってきているため、予防対策を
しっかり実行し、体調管理に万全を尽くすことが大切です。
病に罹らないために、普段から基礎体力の維持と強化に
努めましょう。

ひとこと
東洋学園・成人部 定員

住所

震災後いわき市四倉町に再開時新たに成人部として事業を展開。利用者個々の自立性を
重んじ意思を尊重し自分の目的に向かい、本人の希望に添った施設内外の行事、作業
訓練(施設外の企業にて仕事)に取り組み、社会参加が出来るよう訓練し笑顔に満ち
あふれた生活が送れるよう支援します。また、地域に密着し開かれた施設づくりを目指します。

いわき市四倉町細谷字御廐13-3  TEL 0246-38-4082
生活介護40名・入所支援40名・短期入所４名 東洋健生園 定員

住所

私たち職員は「どんなに障害が重くとも意思は存在する」という理念への理解を深めると
ともに、意思決定のための支援こそが寄り添う支援であり、本人の意思に基づいたその人
らしい生活が少しでも多く提供できるよう取り組んでいます。

いわき市内郷宮町代188-2  TEL 0246-38-7831
生活介護40名・入所支援40名・短期入所2名

東洋学園・児童部 定員

住所

震災後いわき市四倉町に再開時に、児童部の年齢超過者が増加していたことから今後のことを考え
成人部を別に立ち上げました。児童部は、施設行事を始め日々の学校通学、学校行事に携わりながら一人
ひとりの個性や自立性を重んじ自らの意思で行動することを大切にし、元気で自由に健やかに豊かな
生活が送れるよう支援します。また、地域との結びつきを重視して開かれた施設づくりを目指します。

いわき市四倉町細谷字御廐13-3  TEL 0246-38-7871
児童入所支援40名・短期入所2名・日中一時4名

のびっこらんど悠悠 定員

住所

令和2年2月1日より事業所を新築・移転し、心新たにスタートしました。見学や
相談に来所された保護者の方々の相談を伺い、お子さまの不安や困り感を抱えている
方々に寄り添える療育事業所を目指し、将来を見据えて子どもの発達に合わせて
育ちを支えていきます。

いわき市平下高久字川和久18-1  TEL 0246-84-5505
10名 のびっこらんど 定員

住所

お子さんとの触れ合いを大切にし、寄り添いながらそれぞれのお子さんの持って
いる力が十分に発揮できるような活動、成長や興味の幅が広がるような体験などを
行っています。「のびっこらんどに行きたい！」と言ってもらえるような、お子さん
と保護者さんが楽しく安心して利用してくださる施設を心掛けています。

いわき市久之浜町久之浜字南町34　TEL 0246-85-0760
10名

せ き れ い 定員

住所

新年度のスローガンは「体験」、農福連携にもつながる施設外就労、地元との港福連携への
参画など良いと思ったらチャレンジ！障がいを持つ方々は経験不足とよく言われますが、私
たち職員も同じ。世の中には知らないこと、体験していないことが圧倒的に多いという自覚を
持ち、知らないことを学び体験していくことを利用者さんと一緒に楽しめる事業所にします。

いわき市四倉町字東１丁目68-24　　TEL 0246-38-8781
就労継続支援B型20名

グループホーム浜 定員

住所

主に就労支援B型の『せきれい』に通う方々が集った４つのグループホームです。
出来立てほやほや、まだ青臭い騒々しい面々ではありますが、きっと素晴らしい
ハーモニーを奏でるときもありますのでその時を期待して見守ってください。

いわき市四倉町字東１丁目68-24  TEL 0246-38-8781
24名 相談支援双葉事業所 住所

利用者が安心して自立した日常生活、社会生活を営むことができるように総合的、かつ、
効率的にサービスを提供するよう配慮して相談支援業務を実施しています。
また、安心して双葉郡に帰還して生活できるよう資源の開発等にも関わっていきます。

いわき市四倉町字東１丁目68-24
TEL 0246-38-9773

◎いわき地区

各施設・事業所
令和2年度抱負

もう数日で新しい年度（令和2年度）がスタートします。各施設・事業所の責任者の新年度を
迎えての個性的な「思い・やる気」などを特集してみました。各施設・事業所に
おいて、法人全体において、支援サービスの向上、満足度アップを目指して頑張ります。

編集
後記

おおくま共生園　施設での豆まき行事（6ページに本文）

宇佐美　和江

佐藤　ゆかり

岩 瀬　順 子

渡 辺　陽 子

照 井　秀 明

神 長 明 美

那 須 道 子

林 　 宜 子

小 椋　芽 依

グループホーム浜事業所

東 洋 育 成 園

原 町 学 園

東洋学園成人部

原 町 学 園

東洋学園児童部

東洋学園児童部

生活支援員/世話人

支援員

支援員

支援員

支援員

看護師

調理員

東 洋 育 成 園

東 洋 学 園 児 童 部

支援員

保育士

入　職　者

退　職　者

　鴨川義塾、ウミガメ倶楽部、オアシスよってこ、鴨川中学校、
城西国際大学、社会福祉協議会他有志様から毎年、法人全施設に
季節の『菜の花』を送って頂き感謝致します。
　この花を見るたびに、お世話になった方々を思い出し、勇気が
湧いてきます。

千葉県鴨川市から菜の花寄贈千葉県鴨川市から菜の花寄贈寄贈

南相馬市（原町）

　2月29日（土）に支援センターにて第4回交流会を開催
しました。1年間の振り返りと来年の目標の発表を行い
ました。その後、カラオケを行う予定でしたが、新型コロナ
ウイルス拡大防止のためパーティーゲームに内容変更し、
クイズ、伝言ゲーム、イントロクイズを行いました。クイズが
思いのほか盛り上がり楽しい時間を過ごしました。

第4回在職者及び求職者の
職場定着促進のための交流会を行いました。

相双障害者就業・生活支援センター
2月29日

（字が小さくてすみません）




