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　「せきれい」は、昨年5月に新天地いわき市に再オープンした
新しい事業所です。
　作業内容については、当初から地元の大手住宅機器メーカー
と梱包資材メーカーからの受託作業に取り組んでいましたが、
今年7月からは工賃向上と就業支援のレベルアップを目指し、
大熊町の株式会社ネクサスファームおおくまとの施設外契約
を新たに結び、通年でのイチゴ生産・販売に係る作業にも
本格的に取り組み始めました。
　せきれいではチャレンジと体験をスローガンに、利用者と
職員が一丸となって様々な社会経験や行事にトライして
いきたいと考えています。

GH浜事業所 いわき市（四倉）

せきれい いわき市（四倉）

6月29日（月）昼食時に、6月誕生者の誕生会を行いました♪
誕生者から今後の抱負を話してもらい、みんなでバースデーソングを歌い

おいしいケーキでお祝いしました(*^^)v

7月1日（水）2名の新しいメンバーを迎えました
せきれいのお仕事には7月2日から参加し、一生懸命取り組んでいます
まだまだ慣れず、うまくいかないこともありますが意欲は十分。いろんな

仕事を覚えてせきれいでの時間を楽しんでほしいですね♪

梅雨雲を晴らすように、四倉町のGH北向に新メンバーが入居
しました。!(^^)!
４人一丸となって更に頑張りますので応援お願いします

6月誕生会＆新しいメンバーが増えました♪

GH北向メンバーが増えました。
7月10日

7月1日

6月29日

利用者は、８月に１名増えて計２５名になります。
事業所内での作業時間は、
午前は9：15～12：00（10：30～15分休憩）、
午後は1：00～3：30（2：15～15分休憩）です。

共同生活援助事業所

就労継続支援Ｂ型事業所 せきれい

　当法人には「就労継続支援事業所」が４つあり、それぞれ
工夫しながら作業に取り組んでおり、事業所ごとに
特色があります。日々の出来事、行事とは別に日頃の作業
内容などを具体的に特集しました。今後このような特集
を通じて、それぞれの施設・事業所の理解を深めて身近
に感じていただければと思います。
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ひとこと
　昨年６月、１１月に相馬・南相馬
の４つの「のびっこらんど」
合同で開催しました“おもちゃ
ショー”ですが、新型コロナ
ウィルス感染拡大防止のため、
今年上期の開催は見送ることに
なりました。下期につきましては
決まり次第お知らせします。
ご了承ください。

編集
後記
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大　橋　貴美子

根　本　純　子
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東洋学園児童部
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事 務 員

調 理 員
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事 務 局 長
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三　瓶　佳　治

根　本　右治郎

五十嵐　　　雄

宮　澤　周　子

相双障害者就業・生活支援センター 雇用安定等事業

入 職 者

退 職 者

メモ・MEMO
　新型コロナウィルスはいろいろな方面
に影響を与えていますが、来春卒業
予定の学生の就職活動も「自粛」の動き
があり、企業説明会や就職フェアなど
が延期・中止されています。
　当法人は、就職ＷＥＢサイトの活用や
若手職員によるリクルート・チームの
積極的な活動を通じて
「より良い人材」の
採用に向けて頑張り中
です。ご期待ください。
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●主な作業内容は、自主作業（弁当製造）、外部清掃
　作業（受託作業）、リネンクリーニング作業、各種
　企業受託作業です。

●支援の内容は、日中通所し、自分のペースで作業
　したい方、一般就労への準備を希望する方に対して、
知識や能力の維持・向上にむけた支援を行います。 

　定数30名、現在在籍数28名でクリーニング事業を
行っております。当協会の入所施設寝具やホテル寝具、
病院寝具、高齢者施設寝具、タオル類、個人の布団類や
カーペット、スーツ、ワイシャツなどクリーニング全般
を扱っております。作業時間は9時～15時30分の実働
５時間で午前と午後に15分休憩と昼食時に60分の
休憩があります。夏季(5月～9月)は30分ごとに５分
休憩を設け、利用者の体調維持に努めております。また
この度、ドライ機の設備導入や布団工場の新設により、
いままで以上に多岐にわたり対応してまいります。
なお、ただいまクリーニングセール特価にて承っており
ますので、是非ご利用下さい。

・箱折組み立て作業
市内のお店より、ご贈答品用の箱折組み立ての
依頼を受け、慎重丁寧に作業を行っています。
・コーヒー生豆ハンドピッキング作業
焙煎士の方に、欠点豆等の選別指導を受け
ながら、慣れないながらも集中して、ごみ、異物、
欠点豆を取り除く作業を行っています。

主に法人内で、日替わり弁当の
製造販売を、１日40～50個
行っています。日々、衛生的な
環境において、体にやさしい
食事を考えたメニューで実施
しています。

2施設（2回/年）官公庁関係依頼
の除草作業も3年目を迎え、各
利用者は毎回依頼先に信頼を
得られるように意欲的に取り
組んでいます。作業時には周囲の
安全を確保しながら、機械では
できない手作業で、丁寧な除草
作業を行っています。

市内企業より、機器製造メーカー
で使用するプラスチック養生材
の不良品確認及び１袋500個の
袋入れと、ラベル貼付を行い、箱
詰めして納品する作業を行って
います。

主に毎週火・水曜日の午後に、
法人内施設の白物リネン及び
掛布団類の洗濯作業を実施して
います。各利用者の方は、品質と
役割を意識しながら、仕上がり
と枚数の確認を行い、納品を
行っています。

　当事業所の就労継続支援事業には、現在、24名の方が利用して
います。9時に来所され、検温・バイタルチェック、ラジオ体操後に
それぞれの作業に分かれて、午前の作業が始まります。12時には、
待ちに待ったお昼ごはん！仕事の後のご飯は、格別です。
　午後の作業は、13時から15時30分までで、片付けを行い16時
に帰ります。
　現在、取り組んでいる作業は、自動車部品のコルゲート切断
作業、アドコード（針金抜き）作業や、ボールペン組立て作業、
ピーマンの袋詰め作業。最近では、マスクの袋詰め作業も行って
います。企業や地域農家の方々からたくさんのお仕事を委託
され取り組んでいます！！
　また、自主製品としてＥＭ石鹸や全身ソープ、洗濯洗剤や台所洗剤
の販売(詰合せも行います。)、ＥＭ発酵液や工業用ウエスの製作・
販売にも励んでいます。ご注文くださると嬉しいです。

自動車の電気系統のハーネス
として使用されます。切断機の
歯は、とても鋭く、怪我のないよう
注意！！です。

治具を使用し、決められた個所
を折りたたみ袋に。最近、始まった
ばかりの作業です。

地域や各施設の皆さんから頂いた
古着を同じ大きさに切り、ウエス
として再利用し販売しています。

自動車ドアのゴムパッキン部分
に使用されます。中に入っている
針金を抜き取る作業です。

決められた数量を袋に入れて
いきます。
数を間違えると大変！

◎障がい福祉サービス種別による施設・事業所紹介

東 洋 健 生 園 いわき市（内郷）

6月29日(月)と7月3日(金)の2日間に分けて、市内のバスドライブに
出かけました。
まだまだ気が抜けないコロナウイルスですが、少しでも利用者さんの

気分転換になるようお菓子とジュースを持ってレッツ・ゴー!!
季節の花のアジサイや公園では鹿・ウサギなどを見ることができ、みなさん

から太陽のような笑顔が溢れました♪
お菓子を食べたり、ジュースを飲んでいる時間だけはコロナを忘れられる

貴重なひと時となりました。

バスドライブ

障がい者入所支援施設
東洋学園成人部 いわき市（四倉）

7月4日(土)、保護者の方による施設奉仕作業を行いました。外での除草を
行う予定でしたが雨が降った為、食堂や廊下の清掃を行いました。普段は
掃除が出来ないところなど隅々まで清掃し、とてもきれいになりました！
たくさんの方が参加くださり、とてもスムーズに行うことが出来ました。

ご協力ありがとうございました。

7月4日

6月2
9日
・
7月3
日

就労継続支援B型事業所
　　ワークスペース・アシスト

就労継続支援B型事業所
                    おおくま共生園

多機能型事業所 田村

◎就労支援事業所特集◎就労支援事業所特集

リネンクリーニング
作業

プラスチック養生材
作業

弁当製造販売

コルゲート切断作業

マスク袋詰め作業 工業用ウエス製作

アドコード作業

肌にも自然にも優しい石鹸
です！！
よろしければ、ぜひ一度使って
みてください(*^▽^*)

ＥＭ石鹸、全身ソー
プ(詰め合わせ)

一つ一つの部品を組み立てて
いきます。小さな部品もあり、
細かい作業で、丁寧に取り組んで
います。

ボールペン組立て作
業

ピーマン袋詰め作業

殺菌乾燥機

ドライクリーニング
機

官公庁関係受託除草
作業

企業受託作業
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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）

季節の制作~はじき絵のあじさい～

紙風遊び

6月24日(水)、制作活動をしました。白い画用紙に絵の具
を塗ると、あらふしぎ～♪あじさいだけでなくカタツムリ
やカエルまで浮き出てきて、とってもにぎやかな一枚が
完成しました！
雨が降り続いてジメジメな時期ですが、早く夏がくると

いいな～♪

お花紙をたくさんちぎって紙風遊びをしました。
ちぎったお花紙をカゴに入れてかけあったり、うちわ

で思い切り扇いで飛ばしました。勢いよく舞うお花紙
に大興奮!紙が舞う様子を怖がるお子さんも、お友達に
かける役をドキドキしながら挑戦し、みんなで楽しく
活動できました♪
最後にたくさんの紙を袋につめて、てるてる坊主を

作りました。みんなの作ったてるてる坊主で『あーした
てんきになーあれ!!』

原　町　学　園 相馬市
就労セミナー
～相馬警察署の出前講座
就労セミナー
～相馬警察署の出前講座
原町学園では毎月1回、就労や地域移行のための

勉強会を開催しています。
今回は相馬警察署。生活安全課の署員による講話を

受講しました。犯罪に巻き込まれないためには施錠が
一番。また、なりすましサギにあわないためのポイント
を学習しました。社会に出た時に必要な防犯知識や
スキルを身につけることができました。有意義な講演会
開催にご協力いただきました相馬警察署の皆さまに
感謝いたします。

東洋学園児童部 いわき市（四倉）
6月20日（土）澄みわたる青空の下、子どもたちの

大きなかけ声が学園中に響き、約10年ぶりに運動会を
開催することができました。子どもたち、職員みんなで紅白に
わかれて、いざ勝負！玉入れやつなひき、全員リレーなど
4種目を行い、今回は、紅組が勝ちました。
地域の方もご参加くださり、とっても楽しい時間になり

ました。ありがとうございました。

福祉型障がい児入所施設

天までとどけ!たまいれ!

力をこめて、
　　よいしょ!こらしょ!

次のひとまで、
　バトンを繋いで！

　　　　がんばれー!

みんなで！はい、ピース！

優勝は…紅組!!やったー!

優勝旗をうけとり、
　　最高の笑顔です!

のびっこらんど いわき市（久之浜）

長雨の続く蒸し暑さを吹き飛ばすため、冷たいゼリーで
感触遊びをしました。ゼラチンに食紅をちょーっとだけ
入れて水を多めにしたら緩く崩れるゼリーの完成です。
冷蔵庫から出したばかりのゼリーをラップの上に広げたら
ぐちゃぐちゃ混ぜて遊びます。見た目よし、触り心地よし
で大好評でした。

冷たいゼリーで感触遊びをしました。

障がい児通所支援事業所

原町共生授産園 南相馬市（原町）

仲間の門出～卒園式～
少し寂しいけど、この日はずっと苦楽を共にしてきた仲間の旅立ちの日。
みんなで寄せ書きを書いてプレゼントも用意して、元気よく笑顔でお見送り

をしました。
…とはいえ、やっぱり涙も出ちゃいましたね(/_;)授産園で経験してきたこと

を生かし、元気よく健康に気を付けていろんなことにチャレンジし続けて
欲しいと思います。ステップアップして巣立っていった仲間を、私たちは授産園
から常に応援してきたいと思います! 
“別れ”というものはいつになっても悲しいものですが、また元気に会える日

は必ずあります! “さようなら”じゃなく、“またね”!

6月20日

6月24日

7月2日

7月1日

7月7日

あぶくま更生園 田村市（船引町）

7月6日（月）の昼食で、夏祭りの選択メニューを行い
ました。たこ焼き・やきそば・ウインナー・漬物や最後に
デザートとしてかき氷を食べました。かき氷は、3種類の
シロップの中から自分で好きなものを選んで少し早めの
夏祭りの気分を味わいました。

夏祭りの選択メニューで夏先取り!!

東 洋 育 成 園 田村市（船引町）
バスドライブと食事会
新型コロナの影響で日帰りバス旅行が中止となって

しまいました。少しでも利用者さんのストレス軽減になれば
と5月26日(火) 、6月23日(火)に一時間程度の小ドライブ
と少し豪華な出前の食事会を行いました。ドライブは、
久しぶりの外！ということで、皆さんとてもいい表情をされて
いました。食事会は、利用者の皆さんが楽しく食べられる
ように工夫し、和やかで楽しい時間になりました～☆
引き続き、気を引き締めてコロナに負けないよう過ごして

いきたいと思います。

5月26日・6月23日

7月6日
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のびっこらんど相馬 相馬市
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就労支援事業所・多機能型事業所

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

利用者の皆さんと植えたスイカとトマトが実をつけ
ました。すくすくと育っていく姿を見て、収穫が待ち
遠しそうです。ほかにも、トウモロコシや大豆など、
たくさん栽培されています。早くみんなで食べれると
いいですね！

７月７日(火)、七夕の飾りつけを行いました。思い思いの
願いを書いた短冊、みんなで作った提灯や貝飾り、輪つなぎ、
織姫と彦星を楽しく飾っていきました!
皆さんが健康で明るく楽しく過ごせますように☆彡

願い事が叶いますように☆彡

南相馬市社協よりマスクを寄贈していただきました。この
マスクは、いつもボランティアをされている方々が、
それぞれに手作りされたものです。レースを使ったものや
プリントの素敵なものを50枚も !現在、利用者の皆さんが
着用し活用させて頂いています。

  おおくま農園の様子♪

みんなで楽しく七夕飾り！！

七夕飾り製作
7月7日は七夕です。みんなで短冊に願い事を書き

ました。
「コロナがはやくなくなりますように」や、「パティシエ
になれますように」など、沢山の夢や希望が書かれて
いました。
子供たちの書いた素敵な願い事、どうか叶います

ように !

のびっこらんど船引 田村市（船引町）

七夕に願いをこめて☆
７月７日（火）、七夕かざりを作りました。表情を描いたり、

お花紙をバランスよく張り付けたりと、みんな手際よく
作業していました。この日はあいにくの空模様でした
が、織姫と彦星の再会を願ってみんなで大ジャンプ! !
この瞬間だけ、なんだか晴れているような…。また、短冊
に願いごとを書きました。1年生のお友だちは、習いたて
のひらがなで一生懸命書いていました。未就学の
お友だちは、「プリンセスになりたいな♪」という可愛
らしい願いや、「トミカだいすき!!」という熱い想いなど
をスタッフと一緒に書きました。みんなの願いごとが叶い
ますように♪

のびっこらんど美山 田村市（船引町）

白熱！風船バレー
7月7日（火）の集団指導の課題で風船バレーをしま

した!ゆるやかな速度で落下する風船が思い思いの方向
に打たれて行き交うと、みんなの笑顔も飛び交いました。
ふわふわ漂う様子を眺めるのが好きなお子さんは、風船
の行方を目で追ったり、打つのが苦手なお子さんは下に
落ちた風船を拾ってお友達に渡したあげたりと参加
の仕方も様々です。動体視力や力のコントロールも求め
られる風船バレー。室内遊びにぜひ、いかがですか?

のびっこらんど田村 田村市（船引町）

願いをこめて☆
7月6日（月）集団課題として『七夕』製作に取り組み

ました。
おひさまのりを指先に適量とり、折り紙を貼りつなげ、

三角やひし形、わっかつづりを作りました。各つづりを
作る際には、折り紙からのりがはみ出ないように、丁寧に
取り組む様子が見られました。短冊には、思い思いに願い事
を書き、つづりと一緒に笹に飾りつけをしました。
みんなの願いが叶いますように…。

のびっこらんど原町 南相馬市（原町）

七夕の制作をしました。
7月3日（金）七夕を間近に控えたこの日、未就さん学童

さんそれぞれ七夕の制作を行いました。未就さんは、
お花紙を丸めて織姫と彦星を。学童さんは短冊に思い
思いの願い事を書きました。
「電車の運転手になりたい」「お友達とたくさん遊べます
ように」など子どもたちの夢が盛りだくさん!
みんなのお願い、かなうといいね!

のびっこらんど三春 田村郡（三春町）

7月7日

7月7日

7月7日

7月3日

7月6日

7月7日
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　「せきれい」は、昨年5月に新天地いわき市に再オープンした
新しい事業所です。
　作業内容については、当初から地元の大手住宅機器メーカー
と梱包資材メーカーからの受託作業に取り組んでいましたが、
今年7月からは工賃向上と就業支援のレベルアップを目指し、
大熊町の株式会社ネクサスファームおおくまとの施設外契約
を新たに結び、通年でのイチゴ生産・販売に係る作業にも
本格的に取り組み始めました。
　せきれいではチャレンジと体験をスローガンに、利用者と
職員が一丸となって様々な社会経験や行事にトライして
いきたいと考えています。

GH浜事業所 いわき市（四倉）

せきれい いわき市（四倉）

6月29日（月）昼食時に、6月誕生者の誕生会を行いました♪
誕生者から今後の抱負を話してもらい、みんなでバースデーソングを歌い

おいしいケーキでお祝いしました(*^^)v

7月1日（水）2名の新しいメンバーを迎えました
せきれいのお仕事には7月2日から参加し、一生懸命取り組んでいます
まだまだ慣れず、うまくいかないこともありますが意欲は十分。いろんな

仕事を覚えてせきれいでの時間を楽しんでほしいですね♪

梅雨雲を晴らすように、四倉町のGH北向に新メンバーが入居
しました。!(^^)!
４人一丸となって更に頑張りますので応援お願いします

6月誕生会＆新しいメンバーが増えました♪

GH北向メンバーが増えました。
7月10日

7月1日

6月29日

利用者は、８月に１名増えて計２５名になります。
事業所内での作業時間は、
午前は9：15～12：00（10：30～15分休憩）、
午後は1：00～3：30（2：15～15分休憩）です。

共同生活援助事業所

就労継続支援Ｂ型事業所 せきれい

　当法人には「就労継続支援事業所」が４つあり、それぞれ
工夫しながら作業に取り組んでおり、事業所ごとに
特色があります。日々の出来事、行事とは別に日頃の作業
内容などを具体的に特集しました。今後このような特集
を通じて、それぞれの施設・事業所の理解を深めて身近
に感じていただければと思います。

大手住宅機
器メーカー

から１０種類
を超える組

み立て作業
を受託

梱包資材メ
ーカーから

組み立てや
張り合わせ

の作業を受
託

大熊町の（株
）ネクサス

ファームお
おくまのイ

チゴ

ハウスでの
作業風景

就労支援
事業所特集

ひとこと
　昨年６月、１１月に相馬・南相馬
の４つの「のびっこらんど」
合同で開催しました“おもちゃ
ショー”ですが、新型コロナ
ウィルス感染拡大防止のため、
今年上期の開催は見送ることに
なりました。下期につきましては
決まり次第お知らせします。
ご了承ください。

編集
後記

箭　内　恵　子

佐　藤　由理子

大　橋　貴美子

根　本　純　子

本 部 会 計

東洋学園児童部

東洋学園児童部

事 務 員

調 理 員

調 理 員

就業支援担当者

本 部 会 計

原 町 学 園

東洋学園成人部

東洋学園児童部

事 務 局 長

児 童 指 導 員

支 援 員

調 理 員

三　瓶　佳　治

根　本　右治郎

五十嵐　　　雄

宮　澤　周　子

相双障害者就業・生活支援センター 雇用安定等事業

入 職 者

退 職 者

メモ・MEMO
　新型コロナウィルスはいろいろな方面
に影響を与えていますが、来春卒業
予定の学生の就職活動も「自粛」の動き
があり、企業説明会や就職フェアなど
が延期・中止されています。
　当法人は、就職ＷＥＢサイトの活用や
若手職員によるリクルート・チームの
積極的な活動を通じて
「より良い人材」の
採用に向けて頑張り中
です。ご期待ください。




