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おおくま共生園（2ページに本文）

　各施設・事業所の「（夏）祭り行事」にスポットをあてて特集
してみました。コロナ禍の中で行事・祭事の実施には手探り状態が
続きますがいろいろと工夫をしております。十分でない点もあります
のでご意見・ご要望をお寄せください。待っています。

　前回（７月）号の４つの「就労支援事業所」
の紹介特集は予想とおり好評？でしたので、
次回の１１月号と来年１月号に１０か所の「のびっこ
らんど」を２回に分けて紹介する予定です。
今から悩んでいる管理者もいるようですが、個性
のある内容にご期待ください。

編集
後記

メモ・MEMO
夏祭り開催！！ ～懐かしいひととき 縁日めぐり～

夏祭り特集

東洋健生園　支援員

東洋健生園　支援員

國　井　莉紗子

松　本　真　帆

〈入 職 者〉

〈退 職 者〉

東洋健生園 原町共生授産園 8.28
金

　８月28日（金）に施設内で、ベスト
フードの職員さんの協力のもと
夏祭りを行いました。昼食の焼き
そばを食べた後、一目散に屋台に
直行。たこ焼きや唐揚げ、ポテトや
アイスなど、お祭りに欠かせない
ものを皆でいただきました。また、
ウッドデッキを開放し、準備して
もらった遊具で遊び、夏の楽しい
ひと時を過ごすことができました。

　8月28日は、待ちに待った授産縁日、開催日!
　射的、ヨーヨーすくい、型抜き等、いろんなゲーム
コーナーがあって、この日を心待ちにしていたみなさん
は、朝からウキウキでした!
　スタンプ用紙を持って
各コーナーをめぐり、最後には、
スイカ割りとおめんゲットじゃんけん
大会を行い、大盛り上がり!(^○^)
　縁日めぐりで童心にかえり、懐かしく、
楽しい時間を過ごしました。

8.28
金

　９月１日は「防災の日」、大正12年（1923年）に
発生した「関東大震災」にちなんで昭和35年
（1960年）に制定されました。昨年10月の台風19号
による被害はまだ記憶に残っていますが、今年も
あちこちで自然災害が発生しています。“災害は
忘れたころに”は過去の話として、現在はコロナ感染
対策も含め常時未然に防ぐための対策・対応に万全を
期すことが必要ですので、全職員で頑張りましょう。

ひとこと

GH原町事業所 南相馬市（原町）

議題は、１．コロナウイルスの感染予防について
　　　　２．今後の活動・行事について
　　　　３．各寮での要望・苦情・確認事項について　　など話し合いました。
今年度はコロナの影響で役員会や、レクリエーションなど中止になっていますが、秋にはBBQなど行えたら
いいなと考えています。皆さん真剣に話し合って、活発な意見を出し合っていました。

自治会役員会を8/8に開催しました

共同生活援助事業所

8月8日

就労支援事業所・多機能型事業所
多機能型事業所 田村 田村市（大越町）
おやつアンケートを実施しました!! 9月10日
９月１０日(木)、「１ヶ月に一回、息抜きとして楽しみがあるといい。」との利用者さんのご要望
から、サポートクラブ主催で『おやつアンケート』を実施しました！アンケート用紙から好きな
おやつを選んでもらい、一番人気のおやつをみんなで食べようというお楽しみ企画です。
7つの選択肢の中から、皆さん、どれにしようか悩み中です。選択肢以外にも食べたい
おやつがある人には、記入してもらえるよう欄を設けました。
どのおやつが人気なのか、どのおやつが食べられるのか、結果が今から楽しみです♪
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　８月８日（土）、『夏祭り』を実施しました。
今年は「射的」「おかし釣り」「ペットボトル
ボウリング」「水ヨーヨー釣り」「わなげ」の
5種類をブース形式で出店し、皆さん、景品を
獲得するために各ブースを頑張って回って
いました。昼食では屋台メニューがでて
ボリューム満点の内容でした。最後にビンゴ
ゲームを行い利用者さんの笑いが絶えない
1日になりました。

　のびっこらんど、のびっこらんど悠悠合同で感染症
対策を行った上で夏祭りを実施しました。毎年恒例の
のびっこらんど合同夏祭りです。今回は人数を限定させて
いただきましたが、おかげさまで満員御礼となり
ました。射的にヨーヨー釣り、おもちゃの金魚すくいと
よりどりみどり。
　未就学児さんでは、課題の中
に水ヨーヨーとかき氷づくりを
取り入れました！自分で作った
かき氷は格別だったようで
皆さんモリモリと食べていました！
　最後はみんなでスイカ割りを
しました。「せーのっ!」と勢い
よくスイカを叩いて大喜び。
　「あー楽しかった!」と帰る姿や、子供たちの笑い声で
賑やかな夏祭りになりました。
　ボランティアの方の協力も得て、充実した夏祭りを
行うことができました(*’▽’)ありがとうございました。

　8月9日（日）・10日（月）、“ミニ夏まつり”を行いました。今年
度に入って初の行事は、参加人数や配置など最大限に配慮
したミニミニ規模での開催でしたが、子どもたちの楽しそうな
声、弾ける笑顔に溢れていました!コロナの影響で自粛ムード
の夏休みに親子で楽しめて良かった!と早速嬉しい感想を
たくさんいただいています!またの開催をお楽しみに～♪

　7月30日(木)、納涼会を行いました。毎年恒例の
スイカ割り、そして今年は、お菓子釣りや輪投げも
行いました。その後は取れたお菓子やポップコーン、
かき氷を食べて楽しみました。

　7月23日（木）朝から雨模様で屋外開催が危ぶまれましたが、
午後から雨もあがりお日様が顔を出してくれました(*^^)v
　今年度は利用者さんも増えて、にぎやかな納涼会になり、普段は
なかなか食べられない海産物　　や美味しいお肉をお腹いっぱい
食べました　
　暗くなるのを待って花火も行い、大満足の
納涼会となりました。
　コロナ禍の中で利用者さんといかに楽しく
過ごし笑顔を作っていけるか、工夫しながら
頑張っていきたいと思います　

　8月10日（月）、ワークスペース・アシスト自治会
納涼祭を実施!当日は暑く、汗をかきながらBBQを
楽しみ、輪投げ、すいか割りゲームを楽しみました。
何といっても、冷えたすいか美味しかったな～
　

　おおくま農園で実ったトウモロコシを美味しく
いただきました。ほかにもトマトやスイカなども
食べて、元気に過ごしています。

夏祭り特集
原町学園
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のびっこらんど、のびっこらんど悠悠

「ミニ」夏まつり！
のびっこらんど相馬

夏まつり！

のびっこらんど原町

のびっこ夏祭り

のびっこらんど船引

おおくま共生園 おおくま農園で
収穫した野菜を
いただきました♪

納涼会を行いました

ワークスペース・アシスト 8.10
月

納涼会

夏野菜収穫祭

　8月10日（月）学童さん
を対象に「のびっこらんど
原町・夏祭り」を開催しました。
　今年は新型コロナウイルス対策の為、地元の
夏祭りは中止が相次いでおり「子どもたちの
ためにものびっこで夏祭りを!!」というスタッフ
の熱意から開催。
　低学年と高学年で時間帯を分けて「密」対策。
おめんやさん・射的・お菓子釣りなどどれも
ワクワクするお店ばかり。人気キャラクターの
カードやお面をgetして子どもたちはみんな
うれしそうでした。
　大盛況に終わった今年の夏祭り。来年も
やりたいね!!

　8月12日、のびっこらんど船引で夏祭りを行い
ました。実際に、玩具のお金で、フランクフルトや
ポップコーン、アイスやスーパーボールすくい
など、持っているお金を計算しながら買い物を
楽しみました。スーパーボールすくいでは、沢山
取れて、喜んでいる姿が見られました。

8.10月

8.8
土
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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

障がい者入所支援施設
東洋学園成人部 いわき市（四倉）

少しでも夏を感じるため、玄関前にひまわりを植え
ました!利用者さん自ら「きれーい!」と写真を撮って
いました!また夏行事として初めて花火大会を実施
したり、みんなでもくもくとすいかを食べたり、プールに
入り大はしゃぎ ! !新型コロナウイルスの影響で、なかなか
外出ができないため、園内で夏を満喫しました ! !

東 洋 育 成 園 田村市（船引町）
かき氷を食べました！

あぶくま更生園 田村市（船引町）

お楽しみ会でDVD鑑賞・カラオケをおこないました。
おやつとして、いろいろなかき氷を食べ夏を締めくくり
ました。

お楽しみ会をやりました

8月18日(火)にかき氷を食べました!暑い夏には
やっぱりこれですね!皆で協力して、育成園オリジナル・
アイス入りかき氷をつくりました☆暑い日が続いて
いましたので、利用者さんは大変喜んでくださった
様子で、私たちもとても嬉しかったです^^

原町共生授産園 南相馬市（原町）

8月31日（月）は、原町クラブ様をお招きして、“笑レク”というレクリ
エーションを実施しました♪
利用者の皆さんは、手を使った体操や、ボッチャを体験しました !
普段やらないスポーツを目の前に利用者の皆さんは興味津々… !
いつもと違う運動は、心身ともに元気になりますね(*'ω'*)
まだまだ残暑は続きますが、今日のように元気に過ごしていきま
しょうね☆
貴重な経験をすることができました。原町クラブの皆様、ありがとう
ございました !

笑って動いて、
レクリエーション！ ～笑レク～

8月31日

利用者さん撮影♪利用者さん撮影♪

8月18
日

8月26日 氷

氷

氷

氷

東洋学園児童部 いわき市（四倉）
福祉型障がい児入所施設

原　町　学　園 相馬市

今回は、職業訓練校を見学しました。原町学園の先輩
が働いている事業所のDVDの鑑賞から始まったので、
会話が弾み打ち解けました。訓練コースの見学により、
ロボット制作、自動車整備…訓練生の真摯な姿を目の
当たりにして、「みんな、頑張っているなぁ。就職に向けて
頑張らなくちゃ」という意欲向上につながりました。
原町学園の利用者に与えたインパクトは大きかったよう
です。懇切丁寧な説明ありがとうございました。

東洋学園児童部に夏休みがやってきました。8月
18日（火）はスイカ割りならぬ「ピニャータ!」割りを
しました。「ピニャータ」とは紙でできたスイカや爆弾・
ユニコーンを棒でたたき壊すと、中から幸せを模した
おやつが出てくる、という海外の風習です。感染症予防
も兼ねて、一職員の発案で学園でもやることに!子ども
たちは勢いよくお菓子が出てくることに大興奮!!何度も
たたき割っていました。そのあと、皆でスイカやお菓子
をたべて、楽しい一日でした!
夏休みはほかにもプールやかき氷、BBQを実施し、
子どもたちには笑顔あふれていました。

8月18
日

練乳もっとください!!
練乳もっとください!! 勢いよくバットを

　　振り下ろします!
　　　　　　えいっ!

勢いよくバットを
　　振り下ろします!
　　　　　　えいっ!

中からお菓子がたくさん!

　　　　　　　　わーい!!
中からお菓子がたくさん!

　　　　　　　　わーい!!

プール！気持ちいいな♪プール！気持ちいいな♪

就労セミナー
～テクノアカデミー浜見学
就労セミナー
～テクノアカデミー浜見学

障がい児通所支援事業所

マイお弁当比べマイお弁当比べ 8月5日

のびっこらんど悠悠 いわき市（平）

忙しい朝に、食べてくれるかな～って考えながら、
素敵なお弁当を作るママたちに日々感謝です。いつも
愛情たっぷり、ありがとう
子ども達の待ち遠しいお弁当の時間、蓋を開けた時
の笑顔がたまりません。

54



みみらい
第67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

障がい者入所支援施設
東洋学園成人部 いわき市（四倉）

少しでも夏を感じるため、玄関前にひまわりを植え
ました!利用者さん自ら「きれーい!」と写真を撮って
いました!また夏行事として初めて花火大会を実施
したり、みんなでもくもくとすいかを食べたり、プールに
入り大はしゃぎ ! !新型コロナウイルスの影響で、なかなか
外出ができないため、園内で夏を満喫しました ! !

東 洋 育 成 園 田村市（船引町）
かき氷を食べました！

あぶくま更生園 田村市（船引町）

お楽しみ会でDVD鑑賞・カラオケをおこないました。
おやつとして、いろいろなかき氷を食べ夏を締めくくり
ました。

お楽しみ会をやりました

8月18日(火)にかき氷を食べました!暑い夏には
やっぱりこれですね!皆で協力して、育成園オリジナル・
アイス入りかき氷をつくりました☆暑い日が続いて
いましたので、利用者さんは大変喜んでくださった
様子で、私たちもとても嬉しかったです^^

原町共生授産園 南相馬市（原町）

8月31日（月）は、原町クラブ様をお招きして、“笑レク”というレクリ
エーションを実施しました♪
利用者の皆さんは、手を使った体操や、ボッチャを体験しました !
普段やらないスポーツを目の前に利用者の皆さんは興味津々… !
いつもと違う運動は、心身ともに元気になりますね(*'ω'*)
まだまだ残暑は続きますが、今日のように元気に過ごしていきま
しょうね☆
貴重な経験をすることができました。原町クラブの皆様、ありがとう
ございました !

笑って動いて、
レクリエーション！ ～笑レク～

8月31日

利用者さん撮影♪利用者さん撮影♪

8月18
日

8月26日 氷

氷

氷

氷
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のびっこらんど美山 田村市（船引町）
働く現場を見てみよう!
８月10日（月）のびっこらんど美山では、のびっこクラブの活動として、
作業所見学を行いました。今年は、10名の参加で、昨年もお世話になった
「おおくま共生園」で、クリーニング作業の工程を見学しました。
それぞれの作業担当の方からアドバイスを受け、タオルやシーツのたたみ
方を体験させていただきました。暑い中での作業ですが、黙 と々仕事をされて
いる皆さんの様子を見て、のびっこクラブのメンバーも、刺激を受けたよう
です。メンバーの皆さんは、これからどんな仕事が自分に合っているか、時間
をかけて探してくださいね !

のびっこらんど田村 田村市（船引町）
きのこを作ろう
9月8日（火）集団課題に壁面製作として『きのこ作り』に取り組みました。
画用紙に書かれたきのこの笠をハサミで切り取り、その笠に色鉛筆で
模様を描きました。笠と柄をスティックのりで貼り、柄に目や口を描き、
最後にモールで手足を表現しました。一人ひとりが真剣な表情で取り
組み、キャラクターに似せたきのこやイメージ通りのきのこを完成させ
ました !

9月8日

8月10日

のびプール利用
今年も猛暑でした。そんな中、子供たちは元気にプール
で遊びました。
浮き輪を使って泳いだり、お友達同士で水の掛け合い
をしたり、楽しく遊ぶ事が出来ました。

のびっこらんど船引 田村市（船引町）

8月4日

夏の間中、のびのびプールにて水あそびを行い
ました。いつもは時間の関係でプールを利用できない
お子さんを対象に8月1日（土）にプールの開放を行い
ました。浮き輪を使ってプカプカ浮いたり、お友だち
と泳いで競争したりと、夏を満喫していました♪中には、
のびっこ三春のトランポリンにて鍛えた脚力を披露
してくれるお子さんも。もうすでに、来年の夏が待ち
遠しいです！（気が早いですね）

のびっこらんど三春 田村郡（三春町）

8月1日

のびっこらんど愛愛 南相馬市（原町）
学童行事
小学生を対象に、学童行事でクッキングを行いました。
今回はお豆腐を使ったまんまるドーナツ!豆腐や
米粉等の材料を混ぜて丸め、タコ焼き器で焼きました。
焼くとただよういい匂いにみんな興味津々!竹串で
くるっとひっくり返し、最後に生クリームやチョコを
トッピングして完成!
米粉のドーナツはもっちもち　 不思議な食感を
みんなで「おいし～!」と楽しむことができました。

8月22
日

のびっこらんどキララ 相馬市
プラ板とかき氷作り
8月22日（土）と8月29日（土）の2日間に分けて、
プラ板とかき氷作りの行事を開催しました。プラ板を
初めて作るお子さんもおり、上手に染めたプラ板を
トースターで焼いて、ある瞬間に一気に小さくなる
様子を見てテンションが上がり、最後まで楽しく取り
組みました(^O^)
未就学児さんのかき氷作りは好きなシロップを選択
して職員と一緒にかけ、ニコニコしながら完食 !学童
さんは鼻と目を隠してシロップの味当てゲームをした
後、食べたい量を自分で削りました。おかわりもして
皆さん大満足の様子でした☆

8月22日
・

8月29日

のびっこらんど相馬 相馬市
暑い夏を吹き飛ばそ～♪
8月18日（火）、暑さを吹き飛ばせ!とばかりに
みんなが持ち出したのは大小さまざまな水でっぽう。
公用車のバイキンマンたちを、みんなで狙い撃ち!
なんだか洗車したてのようなピカピカに♪まだまだ
暑い日々が続いていますが、元気に乗り切ろう!

8月18日

6 7



みみらい
第67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

のびっこらんど美山 田村市（船引町）
働く現場を見てみよう!
８月10日（月）のびっこらんど美山では、のびっこクラブの活動として、
作業所見学を行いました。今年は、10名の参加で、昨年もお世話になった
「おおくま共生園」で、クリーニング作業の工程を見学しました。
それぞれの作業担当の方からアドバイスを受け、タオルやシーツのたたみ
方を体験させていただきました。暑い中での作業ですが、黙 と々仕事をされて
いる皆さんの様子を見て、のびっこクラブのメンバーも、刺激を受けたよう
です。メンバーの皆さんは、これからどんな仕事が自分に合っているか、時間
をかけて探してくださいね !

のびっこらんど田村 田村市（船引町）
きのこを作ろう
9月8日（火）集団課題に壁面製作として『きのこ作り』に取り組みました。
画用紙に書かれたきのこの笠をハサミで切り取り、その笠に色鉛筆で
模様を描きました。笠と柄をスティックのりで貼り、柄に目や口を描き、
最後にモールで手足を表現しました。一人ひとりが真剣な表情で取り
組み、キャラクターに似せたきのこやイメージ通りのきのこを完成させ
ました !

9月8日

8月10日

のびプール利用
今年も猛暑でした。そんな中、子供たちは元気にプール
で遊びました。
浮き輪を使って泳いだり、お友達同士で水の掛け合い
をしたり、楽しく遊ぶ事が出来ました。

のびっこらんど船引 田村市（船引町）

8月4日

夏の間中、のびのびプールにて水あそびを行い
ました。いつもは時間の関係でプールを利用できない
お子さんを対象に8月1日（土）にプールの開放を行い
ました。浮き輪を使ってプカプカ浮いたり、お友だち
と泳いで競争したりと、夏を満喫していました♪中には、
のびっこ三春のトランポリンにて鍛えた脚力を披露
してくれるお子さんも。もうすでに、来年の夏が待ち
遠しいです！（気が早いですね）

のびっこらんど三春 田村郡（三春町）

8月1日

のびっこらんど愛愛 南相馬市（原町）
学童行事
小学生を対象に、学童行事でクッキングを行いました。
今回はお豆腐を使ったまんまるドーナツ!豆腐や
米粉等の材料を混ぜて丸め、タコ焼き器で焼きました。
焼くとただよういい匂いにみんな興味津々!竹串で
くるっとひっくり返し、最後に生クリームやチョコを
トッピングして完成!
米粉のドーナツはもっちもち　 不思議な食感を
みんなで「おいし～!」と楽しむことができました。

8月22
日

のびっこらんどキララ 相馬市
プラ板とかき氷作り
8月22日（土）と8月29日（土）の2日間に分けて、
プラ板とかき氷作りの行事を開催しました。プラ板を
初めて作るお子さんもおり、上手に染めたプラ板を
トースターで焼いて、ある瞬間に一気に小さくなる
様子を見てテンションが上がり、最後まで楽しく取り
組みました(^O^)
未就学児さんのかき氷作りは好きなシロップを選択
して職員と一緒にかけ、ニコニコしながら完食 !学童
さんは鼻と目を隠してシロップの味当てゲームをした
後、食べたい量を自分で削りました。おかわりもして
皆さん大満足の様子でした☆

8月22日
・

8月29日

のびっこらんど相馬 相馬市
暑い夏を吹き飛ばそ～♪
8月18日（火）、暑さを吹き飛ばせ!とばかりに
みんなが持ち出したのは大小さまざまな水でっぽう。
公用車のバイキンマンたちを、みんなで狙い撃ち!
なんだか洗車したてのようなピカピカに♪まだまだ
暑い日々が続いていますが、元気に乗り切ろう!

8月18日

6 7



みみらい 社会福祉法人　福島県福祉事業協会

広報広報 第67号
令和2年

9月25日発行

第67号 発行元　福島県福祉事業協会　広報委員会
〒963-4312　福島県田村市船引町船引字上中田33番地の 1
TEL 0247-82-5731　FAX 0247-82-5656　https://ffk. jp/

広報広報 M I R A I

みみらい
M I R A I

おおくま共生園（2ページに本文）

　各施設・事業所の「（夏）祭り行事」にスポットをあてて特集
してみました。コロナ禍の中で行事・祭事の実施には手探り状態が
続きますがいろいろと工夫をしております。十分でない点もあります
のでご意見・ご要望をお寄せください。待っています。

　前回（７月）号の４つの「就労支援事業所」
の紹介特集は予想とおり好評？でしたので、
次回の１１月号と来年１月号に１０か所の「のびっこ
らんど」を２回に分けて紹介する予定です。
今から悩んでいる管理者もいるようですが、個性
のある内容にご期待ください。

編集
後記

メモ・MEMO
夏祭り開催！！ ～懐かしいひととき 縁日めぐり～

夏祭り特集

東洋健生園　支援員

東洋健生園　支援員

國　井　莉紗子

松　本　真　帆

〈入 職 者〉

〈退 職 者〉

東洋健生園 原町共生授産園 8.28
金

　８月28日（金）に施設内で、ベスト
フードの職員さんの協力のもと
夏祭りを行いました。昼食の焼き
そばを食べた後、一目散に屋台に
直行。たこ焼きや唐揚げ、ポテトや
アイスなど、お祭りに欠かせない
ものを皆でいただきました。また、
ウッドデッキを開放し、準備して
もらった遊具で遊び、夏の楽しい
ひと時を過ごすことができました。

　8月28日は、待ちに待った授産縁日、開催日!
　射的、ヨーヨーすくい、型抜き等、いろんなゲーム
コーナーがあって、この日を心待ちにしていたみなさん
は、朝からウキウキでした!
　スタンプ用紙を持って
各コーナーをめぐり、最後には、
スイカ割りとおめんゲットじゃんけん
大会を行い、大盛り上がり!(^○^)
　縁日めぐりで童心にかえり、懐かしく、
楽しい時間を過ごしました。

8.28
金

　９月１日は「防災の日」、大正12年（1923年）に
発生した「関東大震災」にちなんで昭和35年
（1960年）に制定されました。昨年10月の台風19号
による被害はまだ記憶に残っていますが、今年も
あちこちで自然災害が発生しています。“災害は
忘れたころに”は過去の話として、現在はコロナ感染
対策も含め常時未然に防ぐための対策・対応に万全を
期すことが必要ですので、全職員で頑張りましょう。

ひとこと

GH原町事業所 南相馬市（原町）

議題は、１．コロナウイルスの感染予防について
　　　　２．今後の活動・行事について
　　　　３．各寮での要望・苦情・確認事項について　　など話し合いました。
今年度はコロナの影響で役員会や、レクリエーションなど中止になっていますが、秋にはBBQなど行えたら
いいなと考えています。皆さん真剣に話し合って、活発な意見を出し合っていました。

自治会役員会を8/8に開催しました

共同生活援助事業所

8月8日

就労支援事業所・多機能型事業所
多機能型事業所 田村 田村市（大越町）
おやつアンケートを実施しました!! 9月10日
９月１０日(木)、「１ヶ月に一回、息抜きとして楽しみがあるといい。」との利用者さんのご要望
から、サポートクラブ主催で『おやつアンケート』を実施しました！アンケート用紙から好きな
おやつを選んでもらい、一番人気のおやつをみんなで食べようというお楽しみ企画です。
7つの選択肢の中から、皆さん、どれにしようか悩み中です。選択肢以外にも食べたい
おやつがある人には、記入してもらえるよう欄を設けました。
どのおやつが人気なのか、どのおやつが食べられるのか、結果が今から楽しみです♪
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