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令和3年度がスタートして早いもので約４か月が経過します。今年４月から新しく所属長
として異動した４名の所長の抱負などを掲載しました。広報誌の発行時期の関係で紹介が
遅くなりました。引き続き同じ施設で所属長として勤務している職員も含めて常に新しい
気持ちをもって、日々精進、努力を積み重ねることが大事です。皆さまからの叱咤激励を！

編集
後記

●理事（全員再任）： 理事長・山田荘一郎、業務執行常務理事・玉井章、理事・上野晋平、 
  理事・北郷茂夫、理事・渡辺淳、理事・三瓶佳治、理事・三瓶直人
●監事（ともに再任）： 塚野芳美、木幡仁
●評議員：天野景久、池田義明、秋山兵庫、小野誠子、山口輝久雄、清水ひろ子（以上再任）、 
 白石剛（新任）、滝沢一美（新任）

＊任期は、理事、監事にあっては令和３年６月２５日から２年間、評議員にあっては令和３年６月２５日から４年間となります。どうぞよろしくお願いします。

任期満了による理事・
監事・評議員の改選が
行われました
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職員の概況　　令和3年 4月1日現在の職員の状況がまとまりましたので、お知らせします。
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「就労継続支援Ｂ型事業所 おおくま共生園」の一日をご紹介します。
　「就労支援Ｂ型事業所」とは、通常の事業所に雇用されることが困難な障がい者の方に、生産活動の機会を
提供し就労に必要な知識の習得、能力の向上のために必要な訓練、支援を行う事業所です。
　「おおくま共生園」は、定員30名ですがR3.7.1現在31名の方が利用されており、比較的自由に働ける
「非雇用型」で作業に従事するとともにクラブ活動や各種行事に参加しながら、毎日毎日を楽しく過ごしています。
　スタッフは、利用者さんが自分の夢や希望に向けて、地域の中で自分らしく働き暮らせるように「やりがい」
「いきがい」を持ってもらいたいという想いで支援を行っております。
　利用者さんは、働くことで「自信・信頼・達成感・人間関係」も学びつつ、今は暑い夏に向けて元気に作業に取り組んでおります。

  8：30 登園：作業配置の確認、作業の準備
  8：55 体調把握、作業身支度、体操、朝礼
  9：30 午前の作業：それぞれの配置で作業開始
10：40 休憩 (15分間）：水分補給やトイレ休憩
10：55 午前の作業：それぞれの配置で作業再開
12：10 昼食・休憩：持参のお弁当又は宅配弁当の「お昼」
13：10 午後の作業：それぞれの配置で午後スタート
14：25 休憩 (15分間）：水分補給やトイレ休憩
14：40 午後の作業：それぞれの配置で作業再開
15：10 片付け、清掃：一日使った作業場等をきれいに掃除
15：30 体調把握、退所：検温し、今日も一日「お疲れ様」

※夏季（5月～9月）は30分ごとに5分の休憩を設けています。 
※作業は主にクリーニング業で、当法人の入所施設の寝具、取引先である高齢者施設の寝具、タオル類、
　個人の布団類などクリーニング全般を実施しています。是非、ご利用ください。（0247-61-5381まで）

「プレスやシーツロール流しが上手に
なってきた事が嬉しい。　おおくまに入ってよかった。」「洗濯場と乾燥機での作業が増えて
　やりがいがあって嬉しい。」「みんなが作業しやすい環境で
スムーズに納品が出来ている。」

利用者さんのコメント

一日の流れ

　記事をご覧になって興味・関心を持たれた方はおおくま共生園（0247-61-5381）までお問い合わせください。

東洋学園親の会様より滑り台を
頂きました。子どもたちは、芝生の
滑り台に興味津々。笑顔で毎日
楽しく遊んでいます。本当にありが
とうございます。

ラベンダー、オレンジ、レモン、グレープフルーツ、
ハッカの５種類の香りで、100％自然由来の香料で
作られているオイルです。お風呂や全身シャンプー、
アロマディフューザーに入れて香りを楽しむことも、
虫よけスプレーなどとしても使える優れものです！
田村市滝根町の「あぶくま洞」でも販売します。

いわき市四倉町の新しいグループ
ホームの「寮」では、只今、入居者
募集中です!!

 　多機能型事業所 田村　TEL0247-85-3988

 　東洋学園　児童部

 　～GH浜事業所
（担当：渡邉 0246-38-8781（せきれい内））

自主製品"新エッセンシャルオイル"の発売

滑り台の寄贈
入居者募集中！！

〈寮の住所〉
いわき市四倉町字上仁井田
字穴狐原3-29
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東洋学園成人部 いわき市（四倉町）障がい者入所支援施設
６月の日中活動で、これからの季節にピッタリな、夏飾りの制作に取り
組みました。
1つ目は、ペットボトルを風鈴に見立てて、1人1人個性豊かな素敵な
風鈴が沢山出来上がりました！2つ目は、花紙を丸めて金魚を作り、水中を
泳いでいる様子を作りました。学園の通路も賑やかになり、風に揺られる
風鈴は、風情がありますね♪
みなさん、夏が待ち遠しい様子です!

東 洋 健 生 園 いわき市（内郷）

6月11日（金）と6月21日（月）の2回に分けて、新型コロナ対策をして
市内をバスドライブしました。2日間とも晴天に恵まれ、窓からの景色は
最高でした!!
短い時間ではありましたが、久しぶりの外出ということもありとっても
楽しんでいる様子でした。
太陽に負けないくらいの素敵な笑顔がたくさん見られました。

東 洋 育 成 園 田村市（船引町）

東洋育成園では、4月に花見、5月、6月にクラブ活動で、外遊びをしま
した ! 4月の花見では、小野町の夏井川にある千本桜を見て、バスの中
からですが、利用者の方は「さくらだ!」と喜んで見ていました☆5月・6月
には、月に1回あるクラブ活動の一環で、外遊びをしました☆シャボン玉
やボール遊びなど、好きなことをして過ごしました。コロナで外出が難しい
中、外で遊んだりドライブをしたりと、楽しく過ごせるように工夫しています。
暑くなりましたが、コロナに負けないように、がんばるぞ !

のびっこらんど悠悠 いわき市（平）

のびっこシアター＆カタツムリ制作のびっこシアター＆カタツムリ制作
5月8日（土）にのびっこシアターを開催しました。本物そっくりなチケット
を受けとりみんな大喜び♪ドラえもん映画を真剣に観ていました。制作では
カタツムリをつくりました。クレヨンやシールを貼って可愛らしく完成させ
ました☆　楽しかったネ! !

バスドライブ

4月～6月までの行事！

あぶくま更生園 田村市（船引町）

6月22日(火)の昼食は、焼きそば・たまご・ホットドック・コロッケパン
の中から食べたいものを、数種類ずつ選ぶ選択メニューでした。自分の目で
実物を見て選ぶ機会が減っていたので、とても喜ばれました。昼食前から
「何にしようかなー」「コロッケと卵と焼きそばが食べたいです」とワクワクされ
ている姿が沢山見られました。いざ食べ終えると、次の選択メニューは何
なのかそれぞれ予想し、頭の中は来月の選択メニューでいっぱいのよう
でした。さて、皆さんの予想が当たるのか…7月の選択メニューが待ち
遠しいですね(^^)/

パンの選択メニュー♪

福祉型障がい児入所施設

原　町　学　園 相馬市

東洋学園児童部 いわき市（四倉町）
6月12日（土）青空の下、グラウンドで運動会を行いました。紅組・白組
ともに元気いっぱい頑張りました。リレーでは、子どもたちが看板を使い仲間
の応援をしていました。運動会後は給食部の職員が作ったおいしいお弁当
を食べました。おにぎり、からあげと大好きなメニューで子どもたちも大喜び
でした!

6月25日（金）に教養セミナーを行いました。今回は、世界情勢や最近の
ニュースについて、気になる点を取り上げ、感想文を書くという内容でした。
利用者の皆さんは真剣に考え、困った時には隣の席の方と相談したり、職員
にアドバイスをもらいながら、それぞれの考え、気持ちを書くことができ、
社会を知ることの大事さを学びました。

4月
花見

のびっこらんど いわき市（久之浜町）

筆だけでなくペーパーの芯など身近なものもスタンプにして絵の具での
感触遊びを楽しみました。ぐちゃぐちゃな感触が楽しかったようで笑いの
絶えない課題になりました。
スタッフの真似をして一緒に「くにゃくにゃ～」と線を引いたり、ぽんぽん
スタンプを押したりしているうちにどんどん夢中になっていき、絵の具をし
みこませたスポンジをぎゅっと握って絞ったり、手足に絵の具をそのまま
つけて紙に触ったりと思い切り楽しんだみんなの作品が完成しました。

思いっきり!カラフル絵の具遊び!!

障がい児通所支援事業所

5月8日

6月10日

原町共生授産園 南相馬市（原町区）

6月21日（月）、簡単なロケット工作をして楽しみました。
主な材料は洗濯ばさみに割り箸とストロー。それぞれを固定する作業
に苦戦しながらも、ロケット完成に向けて黙々と取り組みました。発射台
となる割り箸に、ロケットとなるストローをセットして打ち上げ準備完了。
周囲に人がいないことを確認して、いざ発射～ ! !
折り紙でデザインしたストローロケットが、可愛らしく飛び交いました☆彡

手作り工作を行いました♪ 6月21日

6月25日

6月12日

6月

6月22日

6月
クラブ活動

6月11日
・

6月21日
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のびっこらんど美山 田村市（船引町）
地震が起きたら
震度4想定の避難訓練をしました。スタッフの話をよく聞いて、机の下に隠れ
たり、防災頭巾をかぶって避難場所まで移動しました。のびっこでの避難訓練
が初めてのお子さんもいて、スタッフと手をつないで避難場所に向かいました。
日本はとても地震が多い国で、最近でも各地で地震が多く発生しています。
しっかりと訓練して「もしも」の時に備えましょう!

のびっこらんど原町 南相馬市（原町区）

おやつ作り
6月の第4週目。学童さんの行事として、みんなでチョコレートフォンデュ
を作って食べました。消毒と換気を徹底し、感染症対策は万全に。
材料を切り、溶かしたチョコレートを機械に入れてスイッチオン !子ども

たちの歓声が上がり仲良くみんなで食べました。
甘いものが大好きな子どもたち。「おいしい !」「またやりたい !」と終始笑顔

で楽しいひとときを過ごしました。

お花見（芝桜）
5月1日（土）、平田村にあるジュピアランドひらたへ芝桜の花見に
行きました。満開の芝桜を見て、子供たちも大喜び ! 坂道を元気に駆け
上がっていったり、色々な花の色を見つけ「この色きれいだね～」など、
楽しんでいる子供たちの姿が多く見られました。敷地内には出店もあり、
持ってきたお小遣いで、フライドポテトやチョコバナナ等を買い、美味しく
頂きました。天候にも恵まれ良い花見が出来ました。

のびっこらんど船引 田村市（船引町）

就労支援事業所・多機能型事業所

 バーベキューを行いました。
おおくま共生園 田村市（船引町）

慰安旅行の代替行事としてバーベキューを行いました。お肉や野菜の盛り
合わせにデザートもあり、とても豪華なメニューでみんな大喜びでした。その後
は、午前中にスーパーで買い物したお菓子やジュースを食べたり飲んだり
しながら、カラオケや卓球など楽しみました。

のびっこらんど三春 田村郡（三春町）

七夕製作☆
7月1日（木）に、七夕飾りを製作しました。折り紙を丁寧に張り付けたり、
短冊に願いごとを書いたり…。「プリンセスになりたいな」「かなちょろを
たくさんつかまえたい !」など、可愛らしくもユニークな願いごとがたくさん
集まりました !みんなの願いごとが叶いますように。

6月25日

7月1日

6月20日

のびっこらんど愛愛 南相馬市（原町区）

紙風遊び＆てるてる坊主制作を行いました。
ティッシュを箱から1枚ずつ引っぱってビリビリ、たくさんやぶったらうちわ
でバタバタ～!ティッシュがお部屋中に舞い、まるで桜吹雪の様な光景に。
ヒラヒラ舞う様子を見たり、お友達とティッシュをかけあって、からだ全体
で感触を味わいました。最後にティッシュを袋に入れて、てるてる坊主の完成!
「あした天気になあれ」の願いを込めて作りました。

6月22日

のびっこらんどキララ 相馬市
みんなで七夕制作！
学童さん皆で今年度初めての壁面制作に取り組みました(^^) !
どんな壁面に仕上がるのかを楽しみにしながら、絵の具で染めたり、たくさん
ちぎった折り紙をランダムに貼りつけました。大きな天の川を見て「天の川に
見える～」「綺麗だね～ !」と、皆さんニコニコしながら話しており、短冊には
各々の願い事を、心を込めて書きました☆また、迎えに来たお母さん方にも、
お子様の成長を願って書いていただきました。ありがとうございました。
皆さんの願い事が叶いますように☆彡

5月1日

7月1日

のびっこらんど相馬 相馬市
のびリンピック開催！

のびっこらんど田村 田村市（船引町）

壁面製作の様子
6月21日(月)、午前チームはカラーシールをペタペタ貼ってかたつむり
を作りました。午後チームはあじさい製作を行い、折り紙を細かくちぎったり、
はさみやのりの使い方を学んだりしました。かわいいかたつむりと素敵な
あじさいができあがりました。

南相馬市（原町区）ワークスペース・アシスト
6月に入って除草作業も多くなってきました。暑い中、皆さん「行って

きます! !」と気合いを入れて出発！水分補給をしながら頑張って取り組んで
います。
アシストの花壇も除草して整え、新たにトマトの苗を植えました！どんな

トマトがなるのか楽しみですね。

未就学児・学童さんがそれぞれ集まって行事を開催しました。その名も「のび
リンピック!」。コロナ禍でも子どもたちが活動できるように、感染症対策に最大限
配慮しながら、以下の日程で実施しました。

5月29日（土）、学童さんが学年も学校もバラバラのチームに分かれて、目指すは
金メダル ! ポジションや狙う場所をみんなで相談して決めていき、3種目最後の
ボウリングが終わるとついに結果発表。金メダルと銀メダル、メダルの色は違うけれど、
みんなよくがんばったよね !子どもたちの成長している姿にスタッフも感無量でした。

5月8日（土）、未就学児さんと「ダンス」と「親子たいそう」を行いました。前半は
スタッフのダンスを一生懸命真似しながら汗をかき、休憩後は親子で動物になりきる
ことやレクリエーションに取り組むなど、親子の笑顔があふれる活動になりました。

6月21日

7月5日

6月

5月8日

5月29日
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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

のびっこらんど美山 田村市（船引町）
地震が起きたら
震度4想定の避難訓練をしました。スタッフの話をよく聞いて、机の下に隠れ
たり、防災頭巾をかぶって避難場所まで移動しました。のびっこでの避難訓練
が初めてのお子さんもいて、スタッフと手をつないで避難場所に向かいました。
日本はとても地震が多い国で、最近でも各地で地震が多く発生しています。
しっかりと訓練して「もしも」の時に備えましょう!

のびっこらんど原町 南相馬市（原町区）

おやつ作り
6月の第4週目。学童さんの行事として、みんなでチョコレートフォンデュ
を作って食べました。消毒と換気を徹底し、感染症対策は万全に。
材料を切り、溶かしたチョコレートを機械に入れてスイッチオン !子ども
たちの歓声が上がり仲良くみんなで食べました。
甘いものが大好きな子どもたち。「おいしい !」「またやりたい !」と終始笑顔

で楽しいひとときを過ごしました。

お花見（芝桜）
5月1日（土）、平田村にあるジュピアランドひらたへ芝桜の花見に
行きました。満開の芝桜を見て、子供たちも大喜び ! 坂道を元気に駆け
上がっていったり、色々な花の色を見つけ「この色きれいだね～」など、
楽しんでいる子供たちの姿が多く見られました。敷地内には出店もあり、
持ってきたお小遣いで、フライドポテトやチョコバナナ等を買い、美味しく
頂きました。天候にも恵まれ良い花見が出来ました。

のびっこらんど船引 田村市（船引町）

就労支援事業所・多機能型事業所

 バーベキューを行いました。
おおくま共生園 田村市（船引町）

慰安旅行の代替行事としてバーベキューを行いました。お肉や野菜の盛り
合わせにデザートもあり、とても豪華なメニューでみんな大喜びでした。その後
は、午前中にスーパーで買い物したお菓子やジュースを食べたり飲んだり
しながら、カラオケや卓球など楽しみました。

のびっこらんど三春 田村郡（三春町）

七夕製作☆
7月1日（木）に、七夕飾りを製作しました。折り紙を丁寧に張り付けたり、
短冊に願いごとを書いたり…。「プリンセスになりたいな」「かなちょろを
たくさんつかまえたい !」など、可愛らしくもユニークな願いごとがたくさん
集まりました !みんなの願いごとが叶いますように。

6月25日

7月1日

6月20日

のびっこらんど愛愛 南相馬市（原町区）

紙風遊び＆てるてる坊主制作を行いました。
ティッシュを箱から1枚ずつ引っぱってビリビリ、たくさんやぶったらうちわ
でバタバタ～!ティッシュがお部屋中に舞い、まるで桜吹雪の様な光景に。
ヒラヒラ舞う様子を見たり、お友達とティッシュをかけあって、からだ全体
で感触を味わいました。最後にティッシュを袋に入れて、てるてる坊主の完成!
「あした天気になあれ」の願いを込めて作りました。

6月22日

のびっこらんどキララ 相馬市
みんなで七夕制作！
学童さん皆で今年度初めての壁面制作に取り組みました(^^) !
どんな壁面に仕上がるのかを楽しみにしながら、絵の具で染めたり、たくさん
ちぎった折り紙をランダムに貼りつけました。大きな天の川を見て「天の川に
見える～」「綺麗だね～ !」と、皆さんニコニコしながら話しており、短冊には
各々の願い事を、心を込めて書きました☆また、迎えに来たお母さん方にも、
お子様の成長を願って書いていただきました。ありがとうございました。
皆さんの願い事が叶いますように☆彡

5月1日

7月1日

のびっこらんど相馬 相馬市
のびリンピック開催！

のびっこらんど田村 田村市（船引町）

壁面製作の様子
6月21日(月)、午前チームはカラーシールをペタペタ貼ってかたつむり
を作りました。午後チームはあじさい製作を行い、折り紙を細かくちぎったり、
はさみやのりの使い方を学んだりしました。かわいいかたつむりと素敵な
あじさいができあがりました。

南相馬市（原町区）ワークスペース・アシスト
6月に入って除草作業も多くなってきました。暑い中、皆さん「行って

きます! !」と気合いを入れて出発！水分補給をしながら頑張って取り組んで
います。
アシストの花壇も除草して整え、新たにトマトの苗を植えました！どんな

トマトがなるのか楽しみですね。

未就学児・学童さんがそれぞれ集まって行事を開催しました。その名も「のび
リンピック!」。コロナ禍でも子どもたちが活動できるように、感染症対策に最大限
配慮しながら、以下の日程で実施しました。

5月29日（土）、学童さんが学年も学校もバラバラのチームに分かれて、目指すは
金メダル ! ポジションや狙う場所をみんなで相談して決めていき、3種目最後の
ボウリングが終わるとついに結果発表。金メダルと銀メダル、メダルの色は違うけれど、
みんなよくがんばったよね !子どもたちの成長している姿にスタッフも感無量でした。

5月8日（土）、未就学児さんと「ダンス」と「親子たいそう」を行いました。前半は
スタッフのダンスを一生懸命真似しながら汗をかき、休憩後は親子で動物になりきる
ことやレクリエーションに取り組むなど、親子の笑顔があふれる活動になりました。

6月21日

7月5日

6月

5月8日

5月29日
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　今回の異動により、相双障害者総合支援センター
から「のびっこらんどキララ」に異動して参りま
した。今までは地域で働く方の支援をさせて頂いて
きましたが、のびっこらんどでは、療育の仕事を
させて頂く事になり、多少戸惑いを感じており
ます。小さいお子さんが今後どのように育っていく
のか、またどのような大人になって、その時どのような
サービスを受けているのか等、日々想像しながら、
ご両親様の気持ちと向き合っていくつもりです。
キララのスタッフと一緒に今できることを考え、
子ども達に元気をもらいながら頑張っていきたい
と思いますのでよろしくお願いします。

のびっこらんどキララ
　　　　　　　所長兼児童発達支援管理責任者　大塚　清美

　今年4月より相談支援田村事業所に異動して
きました所長の齋藤と申します。
　この事業所は、田村市及び近郊にお住まいの
障がい児・者の方々が地域で安心して生活できるよう、
様々な相談に応じ、必要なサービス提供等を行う
障がい福祉サービス事業の最前線の事業所です。
私がこの地域で仕事をするのは2年振りで、勝手
知ったる土地であることとバリバリ働く同僚がいる
ことで、良い環境のもとで仕事ができています。今後
も利用者一人ひとりに寄り添いながら頼りにされる
事業所作りに励んでいきたいと考えております。

相談支援田村事業所
　　　　　　　所長　齋藤　忠道

　この度相談支援双葉事業所の所長となりました
林雄一と申します。私たちの事業所は双葉郡八町村
にお住いの方といわき市へ避難している双葉郡の
方の相談支援事業を委託され活動をしております。
双葉事業所の特色としてはお子さんに関する相談
を多く受けていることです。取り分け郡内の相談は
お子さんに関する相談を中心に受けております。
私たち相談員の大きな役割は、本人さんの望む生活
に向けて『夢の応援団』を作る事です。関係機関と
協働し、本人さんが力強く夢に向かって進めるよう
一生懸命応援団旗を振り続けて行きます。

相談支援双葉事業所
　　　　　　　所長　林　　雄一

　今年４月より田村市・三春町・小野町の３市町から
業務を受託して「田村地方基幹相談支援センター」
が設立されました。基幹相談支援センターの
業務は、
①総合的・専門的な相談
②地域の相談支援体制強化の取組
③地域移行・地域定着の促進
④権利擁護・虐待防止
の４本の柱を中心とし地域生活支援拠点事業の
コーディネーターも担っています。社会の総合窓口
として糸をつむぐように人と人をつなぎ互いに支え
あうことができる地域づくりに努めて行きたいと
思いますのでよろしくお願いします。

田村地方基幹相談支援センター
　　　　　　　所長　渡辺　米子

新任施設長・所長のご挨拶新任施設長・所長のご挨拶

のびっこらんど　保育士

七木田　　　愛
多機能型事業所 田村　支援員

上　田　俊　幸
相談支援相馬事業所　心理士

ユルトゥル華菜子
ワークスペース・アシスト　支援員

志　賀　友　輔

〈入　職　者〉
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令和3年度がスタートして早いもので約４か月が経過します。今年４月から新しく所属長
として異動した４名の所長の抱負などを掲載しました。広報誌の発行時期の関係で紹介が
遅くなりました。引き続き同じ施設で所属長として勤務している職員も含めて常に新しい
気持ちをもって、日々精進、努力を積み重ねることが大事です。皆さまからの叱咤激励を！

編集
後記

●理事（全員再任）： 理事長・山田荘一郎、業務執行常務理事・玉井章、理事・上野晋平、 
  理事・北郷茂夫、理事・渡辺淳、理事・三瓶佳治、理事・三瓶直人
●監事（ともに再任）： 塚野芳美、木幡仁
●評議員：天野景久、池田義明、秋山兵庫、小野誠子、山口輝久雄、清水ひろ子（以上再任）、 
 白石剛（新任）、滝沢一美（新任）

＊任期は、理事、監事にあっては令和３年６月２５日から２年間、評議員にあっては令和３年６月２５日から４年間となります。どうぞよろしくお願いします。

任期満了による理事・
監事・評議員の改選が
行われました
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職員の概況　　令和3年 4月1日現在の職員の状況がまとまりましたので、お知らせします。

69 人
（35.2％）

127人
（64.8％）

80人
（40.0％）

120人
（60.0％）

75人
（37.1％）
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139人
（65.0％）
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（67.6％）
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196人
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■
■
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「就労継続支援Ｂ型事業所 おおくま共生園」の一日をご紹介します。
　「就労支援Ｂ型事業所」とは、通常の事業所に雇用されることが困難な障がい者の方に、生産活動の機会を
提供し就労に必要な知識の習得、能力の向上のために必要な訓練、支援を行う事業所です。
　「おおくま共生園」は、定員30名ですがR3.7.1現在31名の方が利用されており、比較的自由に働ける
「非雇用型」で作業に従事するとともにクラブ活動や各種行事に参加しながら、毎日毎日を楽しく過ごしています。
　スタッフは、利用者さんが自分の夢や希望に向けて、地域の中で自分らしく働き暮らせるように「やりがい」
「いきがい」を持ってもらいたいという想いで支援を行っております。
　利用者さんは、働くことで「自信・信頼・達成感・人間関係」も学びつつ、今は暑い夏に向けて元気に作業に取り組んでおります。

  8：30 登園：作業配置の確認、作業の準備
  8：55 体調把握、作業身支度、体操、朝礼
  9：30 午前の作業：それぞれの配置で作業開始
10：40 休憩 (15分間）：水分補給やトイレ休憩
10：55 午前の作業：それぞれの配置で作業再開
12：10 昼食・休憩：持参のお弁当又は宅配弁当の「お昼」
13：10 午後の作業：それぞれの配置で午後スタート
14：25 休憩 (15分間）：水分補給やトイレ休憩
14：40 午後の作業：それぞれの配置で作業再開
15：10 片付け、清掃：一日使った作業場等をきれいに掃除
15：30 体調把握、退所：検温し、今日も一日「お疲れ様」

※夏季（5月～9月）は30分ごとに5分の休憩を設けています。 
※作業は主にクリーニング業で、当法人の入所施設の寝具、取引先である高齢者施設の寝具、タオル類、
　個人の布団類などクリーニング全般を実施しています。是非、ご利用ください。（0247-61-5381まで）

「プレスやシーツロール流しが上手に
なってきた事が嬉しい。　おおくまに入ってよかった。」「洗濯場と乾燥機での作業が増えて
　やりがいがあって嬉しい。」「みんなが作業しやすい環境で
スムーズに納品が出来ている。」

利用者さんのコメント

一日の流れ

　記事をご覧になって興味・関心を持たれた方はおおくま共生園（0247-61-5381）までお問い合わせください。

東洋学園親の会様より滑り台を
頂きました。子どもたちは、芝生の
滑り台に興味津々。笑顔で毎日
楽しく遊んでいます。本当にありが
とうございます。

ラベンダー、オレンジ、レモン、グレープフルーツ、
ハッカの５種類の香りで、100％自然由来の香料で
作られているオイルです。お風呂や全身シャンプー、
アロマディフューザーに入れて香りを楽しむことも、
虫よけスプレーなどとしても使える優れものです！
田村市滝根町の「あぶくま洞」でも販売します。

いわき市四倉町の新しいグループ
ホームの「寮」では、只今、入居者
募集中です!!

 　多機能型事業所 田村　TEL0247-85-3988

 　東洋学園　児童部

 　～GH浜事業所
（担当：渡邉 0246-38-8781（せきれい内））

自主製品"新エッセンシャルオイル"の発売

滑り台の寄贈
入居者募集中！！

〈寮の住所〉
いわき市四倉町字上仁井田
字穴狐原3-29
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