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編集
後記

　前回号に引き続き「施設・事業所の１日」として就労継続支援Ｂ型事業所・
生活介護支援事業所の「多機能型事業所　田村」を特集しました。事業所で
の１日の流れ・時間の過ごし方などについて理解が深まれば幸いです。
　次回号は新年１月２０日発行予定ですので、「年末年始のお楽しみ行事」を
特集します。コロナ禍の終息を願いつつより良い１年になりますように。

 9：00 来所・検温／血圧測定
 9：20 ラジオ体操
 9：25 午前の作業①
10：30 休憩（15分間）
10：45 午前の作業②
12：00 昼食・休憩
13：00 午後の作業①
14：30 休憩（15分間）
14：45 午後の作業②
15：30 片付け、清掃・検温
16：00 退所

寄贈寄贈
「多機能型事業所　田村」の一日をご紹介します

　就労支援Ｂ型は定員３０名で、現在、２２名
の方々が利用されています。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、ピーマンの袋詰め作業、防護服たたみ作
業、マスクの袋入れ作業、木材の袋入れ・箱
詰め作業、製品のシール貼り作業、製品組み
立て作業、バンド丸め作業など企業さんや地
域農家さんからたくさんのお仕事を委託され
取り組んでいます！！
　利用者の皆さんのそれぞれの得意な面が
存分に発揮できるような環境とする
ために様々な作業に取り組んでいます。

のびっこらんど田村
保育士

会 田  裕  美

〈入職者〉
ＥＭ石鹸、
全身ソープ

エッセンシャル
オイル

【田村市のふるさと納税の返礼品にも登録されております。】

肌にも自然に
も優しい石鹸
です！！

自然由来100%
の精油です！！
優 し い 香 り で
リフレッシュ！

８月２３日（月）当協会
本部事務室にて「田村
地区の児童通所事業所
（のびっこらんど4事業所）
で役立てて欲い」と寄付
をいただきました。子供
たちが使う遊具や教材を
購入しました。
ありがとうございました！

福島県信用組合協会の
須佐真子常務理事と山田理事長

9月3日（金）に福島県社会福祉協議会様を通して
就労継続支援Ｂ型事業所「おおくま共生園」に
対して寄付金を頂きました。
これからも利用者が、日々生きがいをもって仕事
ができる環境になるよう取り組んでいきます。
心温まるご支援ありがとうございました。

「日中活動で楽しく運動して欲しい」と
卓球台を頂きました。利用者さんは「オリンピック
みたいだ」と大喜び！本当にありがとうございました。
　

◎東北労働金庫福島県本部様より

　南相馬市原町区桜井町にある就労支援Ｂ型事業
所“ワークスペース・アシスト”と同じ町内にある“相双
地域障害者総合支援センター”を木造２階建て1棟と
し、原町区青葉町にある障がい児通所支援事業所
“のびっこらんど愛愛”を平屋建てとして同じ敷地内
（原町区桜井町一丁目）に新築移転します。場所は、
現在のワークスペース・アシストの西側道路向かい
で、環境的には市民公園が隣接しており、社会資源も
豊富な市街地です。竣工は来年春を予定しており、
去る７月３０日（金）に安全祈願祭を執り行い、8月末
から建設工事が始まりました。
　新しい施設の完成にはまだ期間を要しますが、
利用者の方々からは、早く利用してみたいとの声が
あり、スタッフを含め心待ちにしています。移転後は、
更に利用者さんを始め皆様方に喜ばれる複合施設に
なるよう努めてまいります。

南相馬市原町区の３施設
１か所に新築・移転します！！
南相馬市原町区の３施設
１か所に新築・移転します！！

　来年２月の開所を目指して、現在、いわき市泉町
滝尻地区に「のびっこらんど泉」を建設しています。
訓練室には感覚統合訓練のため、ホーススイングを
取り付け、屋外には大型プールを設置します。お子様
の「やりたい」気持ちを大切にしながら、お子様たちの
可能性を最大限に引き出せる療育を目指していき
たいと思っております。
　なお、完成内覧会などの具体的な日程につきまして
は、１２月中には法人ホームページへの掲出及び近接
の“のびっこらんど”からチラシの配布を行います
ので、少しお待ちください。

いわき市泉町に
１１か所目の“のびっこらんど”を建設
いわき市泉町に
１１か所目の“のびっこらんど”を建設

自主製品
の

販売も行っ
て

います！！

ワークスペース・アシスト相双地域障害者総合支援センター
のびっこらんど愛愛

新発売

完成予定図（鳥瞰図） 建設工事(9/16現在・基礎部工事） 完成予定図 建設工事(9/14現在・基礎部工事）

「多機能型事業所　田村」は、障がい福祉サービスの通所日中系サービスの多機能型として、
就労継続支援B型と生活介護の２種類のサービスを提供し障がい者の方 を々支援しております。◎福島県信用組合協会様より

特集

のびっこら
んど泉

◎東洋学園「親の会」様より

就労継続支援Ｂ型の皆さんの一日の流れ



みみらい
第72号広報広報 M I R A I

32

特集&ミニ特集

　9月21日（火）と9月23日（木）の2回に分けて、
ハロウィンに向けた制作を行いました。
　21日は、型紙に思い思いの顔を書いて「おばけ」や
「カボチャ」を作りました。作業中はあちらこちらから
笑い声が聞こえ、個性豊かな可愛い作品が沢山でき
ました。また、23日には、手に絵の具を付けて手形を
とり、目や手足を思い思いに付ければ、「おばけ」完成
です。ハロウィンが待ち遠しいですね！！

　今回はのびっこらんど悠悠初の秋祭りを行い
ました。カラフルな綿あめでお口が青になったり
赤になったり(*’▽’)お祭りの最後は置き型の花火や
手持ち花火を行いました！周りに気を付けながら
楽しむことができて、みんなにこにこ笑顔でした♡
海の見える公園では、未就学さんたちでながーい
滑り台を滑ってきました！！はじめての滑り台に
大興奮！！みんなで仲良く遊べて楽しかったね(*^ )̂v

　「どんぐりコロコロ～♪」「大きなくりの、木の下で～♪」と、子どもたちから
秋の歌が聞こえてくる季節になりました。
　９月20日（月）～10月1日（金）、戸外活動を通して秋探しをしました！
　日々たくさん外で体を動かしている、のびっこ三春の子どもたち。
　園庭で栽培しているサツマイモの苗に水をあげたり、どんぐりを見つけたり、季節
が夏から秋へと移り変わるのを、人一倍肌で感じているようです。
　ことばの訓練では、秋をテーマに模造紙いっぱいに関連することばを考えました。

　晴れた秋の日、近くの高見
公園で体を動かしました。公園
内は、キンモクセイの大きな木
がいい香りを漂わせていまし
た。コロナ禍で行動制限がある
中、ストレス発散！とばかりに
皆、思い思いの健康遊具で
楽しんだり、木々を眺めたり、
ゆっくりした時間を過ごす
ことが出来ました。

のびっこ秋祭り＆
　　　海の見える公園

ちいさい秋み～つけた！

パラリンピックを体験しよう！パラリンピックを体験しよう！

のびっこらんど三春のびっこらんど三春

ワークスペース・アシス
ト

ワークスペース・アシス
ト

のびっこらんど悠悠のびっこらんど悠悠

9.21火
9.23木

9.23木
9.30木

9.20月
～10.1金

9.9木

生活介護の皆さんの一日の流れ

※月・水・金の10:15～14:00は、入浴支援を行っています。
「多機能型事業所　田村」の連絡先 :0247-85-3988

　生活介護は定員１０名で、現在、１１名の方が
利用されています。事業所周辺は、自然豊かで、
現在は秋風の中行うフライングディスクや散歩、
イス取りゲームはとても心地良いです。入浴、
排せつ及び食事の介護、屋外での運動や室内
レク(ボールあて、輪投げ、魚つりゲーム、テーブル
テニスなど)による体力づくり、創作活動、カラ
オケ、ドライブ等の活動を提供しています。
　職員や利用者間でのコミュニケーションを
通して、自分の気持ちを伝えること、主張が
伝わり、実現することの楽しさや喜びを実感
できるよう、楽しい毎日が過ごせるように
支援に取り組んでいます。

　東京2020パラリンピック大会にちなんでボッチャを体験しました。
　ボールを投げたり転がしたりして点数を競う、「ボッチャ」。
　直近に行われた競技ということもあり、利用者の皆さんも「テレビで
見た」と興味津々！
　金メダルを目指して、集中してボッチャに挑戦しました。ボッチャを
体験しながら「意外と難しいな」と競技の奥深さを実感したり、自然と
友達を応援する姿も見られました。
　シンプルながらも頭を使う奥の深いスポーツだなぁと実感しました。

いわき市（平）

田村郡（三春町）

南相馬市（原町区）原町共生授産園原町共生授産園
南相馬市（原町区）

東洋健生園東洋健生園 いわき市（内郷）

作品制作中～ハロウィン編～

ミニ
特集

各施設・事業所での「秋」を感じる行事（スポーツの秋も）を
まとめてみました

秋

9：00～9：30 来所・検温／血圧測定　　
  9：40 活動準備　　
10：00 朝礼
10：10 休憩（15分間）
10：25 午前の活動（集団）
11：45 昼食・休憩
13：00 口腔ケア
13：15 午後の活動（集団）
14：30 休憩（15分間）
14：45 午後の活動（個別）
15：30 片付け、帰る準備
16：00 退所
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特集&ミニ特集
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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 障がい福祉サービス種別による施設・事業所紹介

原　町　学　園 相馬市

福祉型障がい児入所施設

9月19日（日）に地域活動の一環として、クリーン作戦を実施しました。
道端に落ちている缶やペットボトル、ゴミを拾い、普段からお世話になって
いる地域の美化に一役買いました。秋晴れの下、足取りも軽やかに袋
いっぱいにゴミを詰め込み、たまるゴミ袋に達成感もひとしお。活動が
終わってからの水分補給はまた格別でした。地域に貢献するパワーあふれる
ボランティア活動となりました !

のびっこらんど相馬 相馬市

のびっこらんどキララ 相馬市

ごみの分類を楽しく学びました!
まず分類の仕方を勉強しました。段ボールのたたみ方、牛乳パックの

開き方、ペットボトルの分類の仕方とリサイクルに必要な作業のやり方
だけでなく、リサイクルマークとイラストを見ながら分類の方法を学びました。
勉強が終わったら実際に燃えるゴミ、プラごみ、段ボール、ペットボトル、
牛乳パックと係を決めて分類しました。「これは燃えるゴミかな?これは
プラごみかな?」と正しく分類するために子どもたちも確かめながら分ける
ことができました。

片づけスキルを身につけよう

障がい児通所支援事業所

地域の歴史を学ぶ～相馬野馬追
7月22日（木）地域のお祭り「相馬野馬追」について勉強しました。講義や

「相馬野馬追すごろく」でお祭りの歴史や内容を学び、最後のミニテストで
学んだことの振り返りをしました。そして最後の一大イベント「神旗争奪戦」の
体験では、自作の兜とムチで気分は騎馬武者!ムチを使って落ちてくる神旗に
見立てたパラシュートをみんなで追いかけました。行事を楽しみつつ、地域
のお祭りを身近に感じることができた1日でした。

集まれ、中学生!
9月の開園日に、中学生を対象に行事を開催しました。
暑い日だったので、汗をかきながら皆で大縄跳びやバドミントンをして

思いきり体を動かしました !また、将来の為に、お金を使った買い物ごっこ
も行い、お客さんとお店の人どちらの立場も体験。「いらっしゃいませ～」
「これが美味しいですよ～」などと声を出して商品を勧めたり、限られたお金
の中で計算をして欲しいものを購入したり。来年は、実際にお店に行って
買い物できたらいいなぁ～。

東洋学園児童部 いわき市（四倉町）

のびっこらんど いわき市（久之浜町）

9月23日（木）四倉交番所長さんに「青少年に関わる犯罪」と題して講話
をして頂きました。どういうことが犯罪になってしまうのか、もし被害者に
なってしまったらどうすべきか、子どもたちも警察官の話を一人ひとり真剣
に聴いていました。

あぶくま更生園 田村市（船引町）
上半期デザート支援大集合!!

中学生が来園され、福祉体験を行いました。

障がい者入所支援施設

9月9日（木）～10日（金）は原町第二中学校の生徒３名、9月21日（火）～
22日（水）は原町第三中学校の生徒３名が来園され福祉体験を行いました。
利用者さんは中学生が生活の中に入り、一緒に遊んでくれたことが新鮮で、

皆さん生き生きと活動に励み、中学生との遊びや会話を楽しんでいました。
生徒さんたちは、実際に現場に入り、利用者さんや職員と接することに

より、実践的な知識や技術・技能に触れることができ、学ぶことや働く
ことの意義を感じられたのではないかと思います。
今回の体験で「福祉とは何か」「福祉って面白い」等と少しでも「福祉」

に興味をもっていただければ幸いです。これからも様々な経験を積み
重ねて、自身が目指す道を見つけて下さいね。

東 洋 育 成 園 田村市（船引町）

　東洋育成園では、8月にお弁当の日、9月にクラブ活動でデザート作りを
しました !
★8月のお弁当の日には、焼肉弁当とかつ丼から好きな方を選び、皆さん
美味しくいただきました。
★9月には、月1回のクラブ活動の一環でデザートを作り、コーヒーゼリー
に生クリーム等をトッピングして楽しみました☆コロナで外出が難しい中、
美味しいものを食べたり、作ったり、楽しく過ごされるよう工夫しています。

8月、9月の行事!

今回は、利用者さんに人気の「日中活動」についてご紹介します。成人部では、
曜日ごとにドライブ・ストレッチ・カラオケ…などの日中活動を行って
います。中でも人気なのが歩行運動です。グラウンドや学園周辺にお散歩
に行き、体力作りに励んでいます。外の景色を見て、心地よい空気を感じ、
リフレッシュ ! 足浴も人気です。丁度良いお湯にアロマオイルを入れて、香り
を楽しみながら角質ケア＆足の状態もチェックします。最後にクリームを
塗って終了です。「あったかーい　 」「気持ちいね♪」との声を聞くことが
でき、利用者さんも支援員もほっこりします。

東洋学園成人部 いわき市（四倉町）

原町共生授産園 南相馬市（原町区）

4月から9月の上半期でたくさんのデザート支援を行ってきました。
毎月利用者さんに要望を聞いて、季節限定のものや期間限定のもの
など、美味しいデザートを食べました。また、施設内にある自動販売機で
自分の好きな飲み物を選んで購入することを利用者さんはとても楽しみ
にしています。一番人気は、「コーヒー」です♪
下半期は、どんなデザートが食べることができるのかとても楽しみ

ですね(^^)/
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8月28日
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7月22日
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4月
〜
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〜
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のびっこらんど美山 田村市（船引町）

のびっこらんど田村 田村市（船引町）

南相馬市（原町区）相双障害者就業・生活支援センター

田村市（船引町）田村地方基幹相談支援センター

地域生活支援事業所

のびっこらんど原町 南相馬市（原町区）

就労支援事業所・多機能型事業所
おおくま共生園 田村市（船引町）

多機能型事業所 田村 田村市（大越町）

のびっこらんど船引 田村市（船引町）

のびっこらんど愛愛 南相馬市（原町区）

新しいおもちゃの登場!
福島県信用組合協会様からの寄付金で新しいままごとセットを購入

しました。磁石でくっついている野菜や果物を包丁で切り、お鍋に入れ
てグツグツ !たくさんのお料理をみんなにごちそうします。遊びの幅が
広がり、食育としても役立っています。

新聞紙遊び!!
9月28日(火)の集団課題の様子です。まずは、新聞紙をびりびりと

細かくちぎります。指先を使って、真剣な顔で取り組んでいました。
次に、ちぎった新聞を両手いっぱいに持ち、舞い上げて遊びました。ひら
ひらと落ちてくる新聞を観ているお友だち、「シャワー!」と言ってスタッフ
にかけるお友だち、みんなニコニコ笑顔でした。たくさん遊んだ後は、
お片付けの時間。掃除機になりきって、床に散らばった新聞を1つ残らず
袋に入れることができました。

敬老の日のプレゼント作り
9月の2週目に、敬老の日のプレゼントとして、紙粘土で写真立てを

作りました。
小さい子は型抜きを使い、大きい子は自分で好きな形に作りました。

ビーズで飾りをつけて、世界でたった1つの素敵な作品ができました。
子どもたちはみんな、優しいおじいちゃん、おばあちゃんが大好き!
「これからも元気で、たくさん遊んでね !」そんなメッセージが込め
られた心温まるプレゼントが完成しました。

令和3年度 第2回交流会＆ピアサポート活動を行いました。

権利擁護支援研修会～事例検討会を通して

9月19日（日）かしま交流センターにてピアサポート活動として、これ
まで8年リサイクルプラザで働いている方の仕事内容や頑張った秘訣
などについて講話がありました。
その後、千倉体育館にて交流会として参加者でバドミントン、卓球を

行いました。久しぶりにスポーツをする方が大半ということもあり夢中に
なって運動を楽しんでいました。

9月14日（火）三春町役場にて、基幹相談支援センターふたばの
「四條拓哉様」を講師にお招きし、田村市・三春町・小野町の行政職員、
相談支援専門員を対象とした権利擁護支援研修会を開催しました。
権利擁護支援の根底となる「対象者を知る」ために『双葉郡式の事例
検討』を実践しました。事例検討には支援者支援の意図もあり、参加者
からは「新たな支援の視点が得られた」「ぜひ継続して実施したい」
という声が聞かれました。午後からの田村地方相談支援連絡会では、
習ったことを自分たちでできるようにと、すぐに実践 !「『（田村地方式）
事例検討』を確立したい」という声も聞かれ、住民が幸せを感じること
のできる社会に向けて、支援者同士の大きなネットワークづくりの
第一歩となりました。

今日のお昼ごはんは、お待ちかねのお寿司です! !「金曜日は、お寿司♪」
とワクワク、ウキウキしながらこの日を待っていました ! みんなと一緒
に食べるお寿司は、一味も二味も違いますね。「いただきます ! 」の声も
いつもより弾んでいました。あっという間に、お寿司のお皿は、空っぽ。
食べ終わった皆さんは、「まだまだ食べられるよ。おかわりはどこかな?」
という面持ちでした。
次は、何を食べましょう(*^-^*)

未就学児の保護者様を対象に、こどもの発達についての勉強会と
交流会を行いました。交流会では、日頃の子育てに関する心配や悩み、
これからの成長のことを話すなど、お互いに共感できてよかったと好評
でした。その間、お子さんたちは「ぱたぱた鳥」を作りました。羽を飾って
しっぽをさき、ストローをさしこんで完成 ! 羽をパタパタ動かして、
楽しく遊んで待ってました。コロナ対策のため、3グループに分け、少人数
で行ったことが保護者様にとっては緊張せず話しやすかったようでした。
また企画したいと思います。

サポートクラブ主催!

取引先である郡山ベビー様のご厚意で企業見学に行きました。営業
担当者様からお話を伺い、実際の作業現場も拝見させていただき、一般
企業で働く為には何が必要か考える良い機会になったと思います。
郡山ベビー様、貴重な経験を本当にありがとうございました。

企業見学に行ってきました。
勉強会＆交流会

夏祭り
8月11日（水）毎年恒例の夏祭りを開催しました。最初にお約束を伝えて

から、事業所で作った折り紙の財布と、玩具のお金500円を配り、買い物
訓練も兼ねて行いました。用意したフランクフルトやアイス、ポップコーン
や人形すくい等自分の好きな物を買ったり遊んだり。人形すくいでは、
たくさんのスーパーボールや人形を取るお友達もいたり、自分で買った
食べ物をお友達と一緒に楽しく食べたり、とても楽しい夏祭りとなりました。

9月23日

9月28日

9月22日

9月19日

9月9日

8月11日

9月24
日

9月14日

10月1日
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ひらと落ちてくる新聞を観ているお友だち、「シャワー!」と言ってスタッフ
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お片付けの時間。掃除機になりきって、床に散らばった新聞を1つ残らず
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9月の2週目に、敬老の日のプレゼントとして、紙粘土で写真立てを

作りました。
小さい子は型抜きを使い、大きい子は自分で好きな形に作りました。

ビーズで飾りをつけて、世界でたった1つの素敵な作品ができました。
子どもたちはみんな、優しいおじいちゃん、おばあちゃんが大好き!
「これからも元気で、たくさん遊んでね !」そんなメッセージが込め
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令和3年度 第2回交流会＆ピアサポート活動を行いました。

権利擁護支援研修会～事例検討会を通して
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まで8年リサイクルプラザで働いている方の仕事内容や頑張った秘訣
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食べ終わった皆さんは、「まだまだ食べられるよ。おかわりはどこかな?」
という面持ちでした。
次は、何を食べましょう(*^-^*)

未就学児の保護者様を対象に、こどもの発達についての勉強会と
交流会を行いました。交流会では、日頃の子育てに関する心配や悩み、
これからの成長のことを話すなど、お互いに共感できてよかったと好評
でした。その間、お子さんたちは「ぱたぱた鳥」を作りました。羽を飾って
しっぽをさき、ストローをさしこんで完成 ! 羽をパタパタ動かして、
楽しく遊んで待ってました。コロナ対策のため、3グループに分け、少人数
で行ったことが保護者様にとっては緊張せず話しやすかったようでした。
また企画したいと思います。

サポートクラブ主催!

取引先である郡山ベビー様のご厚意で企業見学に行きました。営業
担当者様からお話を伺い、実際の作業現場も拝見させていただき、一般
企業で働く為には何が必要か考える良い機会になったと思います。
郡山ベビー様、貴重な経験を本当にありがとうございました。

企業見学に行ってきました。
勉強会＆交流会

夏祭り
8月11日（水）毎年恒例の夏祭りを開催しました。最初にお約束を伝えて

から、事業所で作った折り紙の財布と、玩具のお金500円を配り、買い物
訓練も兼ねて行いました。用意したフランクフルトやアイス、ポップコーン
や人形すくい等自分の好きな物を買ったり遊んだり。人形すくいでは、
たくさんのスーパーボールや人形を取るお友達もいたり、自分で買った
食べ物をお友達と一緒に楽しく食べたり、とても楽しい夏祭りとなりました。

9月23日

9月28日

9月22日

9月19日

9月9日

8月11日

9月24
日

9月14日

10月1日
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編集
後記

　前回号に引き続き「施設・事業所の１日」として就労継続支援Ｂ型事業所・
生活介護支援事業所の「多機能型事業所　田村」を特集しました。事業所で
の１日の流れ・時間の過ごし方などについて理解が深まれば幸いです。
　次回号は新年１月２０日発行予定ですので、「年末年始のお楽しみ行事」を
特集します。コロナ禍の終息を願いつつより良い１年になりますように。

 9：00 来所・検温／血圧測定
 9：20 ラジオ体操
 9：25 午前の作業①
10：30 休憩（15分間）
10：45 午前の作業②
12：00 昼食・休憩
13：00 午後の作業①
14：30 休憩（15分間）
14：45 午後の作業②
15：30 片付け、清掃・検温
16：00 退所

寄贈寄贈
「多機能型事業所　田村」の一日をご紹介します

　就労支援Ｂ型は定員３０名で、現在、２２名
の方々が利用されています。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、ピーマンの袋詰め作業、防護服たたみ作
業、マスクの袋入れ作業、木材の袋入れ・箱
詰め作業、製品のシール貼り作業、製品組み
立て作業、バンド丸め作業など企業さんや地
域農家さんからたくさんのお仕事を委託され
取り組んでいます！！
　利用者の皆さんのそれぞれの得意な面が
存分に発揮できるような環境とする
ために様々な作業に取り組んでいます。

のびっこらんど田村
保育士

会 田  裕  美

〈入職者〉
ＥＭ石鹸、
全身ソープ

エッセンシャル
オイル

【田村市のふるさと納税の返礼品にも登録されております。】

肌にも自然に
も優しい石鹸
です！！

自然由来100%
の精油です！！
優 し い 香 り で
リフレッシュ！

８月２３日（月）当協会
本部事務室にて「田村
地区の児童通所事業所
（のびっこらんど4事業所）
で役立てて欲い」と寄付
をいただきました。子供
たちが使う遊具や教材を
購入しました。
ありがとうございました！

福島県信用組合協会の
須佐真子常務理事と山田理事長

9月3日（金）に福島県社会福祉協議会様を通して
就労継続支援Ｂ型事業所「おおくま共生園」に
対して寄付金を頂きました。
これからも利用者が、日々生きがいをもって仕事
ができる環境になるよう取り組んでいきます。
心温まるご支援ありがとうございました。

「日中活動で楽しく運動して欲しい」と
卓球台を頂きました。利用者さんは「オリンピック
みたいだ」と大喜び！本当にありがとうございました。
　

◎東北労働金庫福島県本部様より

　南相馬市原町区桜井町にある就労支援Ｂ型事業
所“ワークスペース・アシスト”と同じ町内にある“相双
地域障害者総合支援センター”を木造２階建て1棟と
し、原町区青葉町にある障がい児通所支援事業所
“のびっこらんど愛愛”を平屋建てとして同じ敷地内
（原町区桜井町一丁目）に新築移転します。場所は、
現在のワークスペース・アシストの西側道路向かい
で、環境的には市民公園が隣接しており、社会資源も
豊富な市街地です。竣工は来年春を予定しており、
去る７月３０日（金）に安全祈願祭を執り行い、8月末
から建設工事が始まりました。
　新しい施設の完成にはまだ期間を要しますが、
利用者の方々からは、早く利用してみたいとの声が
あり、スタッフを含め心待ちにしています。移転後は、
更に利用者さんを始め皆様方に喜ばれる複合施設に
なるよう努めてまいります。

南相馬市原町区の３施設
１か所に新築・移転します！！
南相馬市原町区の３施設
１か所に新築・移転します！！

　来年２月の開所を目指して、現在、いわき市泉町
滝尻地区に「のびっこらんど泉」を建設しています。
訓練室には感覚統合訓練のため、ホーススイングを
取り付け、屋外には大型プールを設置します。お子様
の「やりたい」気持ちを大切にしながら、お子様たちの
可能性を最大限に引き出せる療育を目指していき
たいと思っております。
　なお、完成内覧会などの具体的な日程につきまして
は、１２月中には法人ホームページへの掲出及び近接
の“のびっこらんど”からチラシの配布を行います
ので、少しお待ちください。

いわき市泉町に
１１か所目の“のびっこらんど”を建設
いわき市泉町に
１１か所目の“のびっこらんど”を建設

自主製品
の

販売も行っ
て

います！！

ワークスペース・アシスト相双地域障害者総合支援センター
のびっこらんど愛愛

新発売

完成予定図（鳥瞰図） 建設工事(9/16現在・基礎部工事） 完成予定図 建設工事(9/14現在・基礎部工事）

「多機能型事業所　田村」は、障がい福祉サービスの通所日中系サービスの多機能型として、
就労継続支援B型と生活介護の２種類のサービスを提供し障がい者の方 を々支援しております。◎福島県信用組合協会様より

特集

のびっこら
んど泉

◎東洋学園「親の会」様より

就労継続支援Ｂ型の皆さんの一日の流れ
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