
 

 

  

  

 

 

 

 

 基本のあいさつ    

  

  

１．おはようございます     

２．こんにちは                            平成２８年度のパステルは、「笑顔とあいさつの 

３．ありがとうございます                     パステル」をモットーに、利用者も職員も、心と 

４．よろしくお願いします                     体の健康を目指して、笑顔を生み出し大きな声で 

５．おつかれさまでした                      あいさつできることを目標にしました。 

                   今日も一日がんばりましょう 

 

パステル皆勤賞の紹介 
平成２８年４月～６月まで１日も休まずに 

出勤した方が７０名もいらっしゃいます。 

 

  

 

 阿部瑞季さん 柴田拓樹さん 鳥越千鶴さん   入江慶幸さん 斉藤聖さん 佐藤希咲さん    小崎智也さん 

 山口歓奈さん 渡辺聡さん  青木優明さん    高宮里沙さん 館野力さん 二宮槙梨さん    工藤将人さん 

 秋野智文さん 菊池彰洋さん 佐藤鉄平さん   二見翔さん 渡辺明夫さん 川島京子さん    細井 淳さん 

 山中敦史さん 渡辺結さん 早乙女晴香さん   岩瀬麻記子さん 成瀬章太さん 金澤篤さん    

 須郷明音さん 須郷百花さん 星野和樹さん   本田みちるさん 

 磯野和樹さん 星野颯人さん 関口恵さん 

 内海圭太郎さん 菅原雄二さん              

 

 高橋篤さん 大山巧さん 山田和浩さん     大塚道利さん 

                                町田直隆さん 冨岡明美さん 木村諒さん    豊島巧さん 

 増山貴之さん 有賀隆さん 川﨑翔吾さん    高橋美早さん 木村亜未さん 渡辺麻美さん   森木武大さん 

 佐藤江里子さん 野澤直樹さん 清水浩さん   古賀教子さん 生井真由美さん           宮崎浩幸さん 

                     小久保あゆみさん                    山口卓也さん 

                                                                大石瑞穂さん 

                                                                小泉直美さん 

オルテチョ・ロナルドさん 鶴見純さん 中山純一さん 枡舘岳彦さん 中村翼さん             鳩貝進さん 

 十川千秋さん 坂入夏紀さん 高橋芳孝さん 菅谷雪子さん                         堀江康太さん 

笑顔とあいさつのパステル 
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小森谷 秀幸さん             大木 ひろ子さん              平手 昭彦さん 

（医療法人社団友志会）         （医療法人社団友志会）         （乗馬クラブ クレイン栃木） 

 野木町にあるリハビリ病院で      古河市にある老人保健施設で    乗馬クラブで馬の世話をして 

 清掃の仕事をしています。       清掃の仕事をしています。       います。仕事は忙しいけれど 

 会社の駅伝チームにも         利用者の居室などをきれいに     お世話する事で優しい気持ちに 

 入部する予定です。           しています。                なれるようです。                               

 

 

 

平成２９年１１月１７日から１９日の３日間、栃木県にて 

第３７回全国アビリンピックが開催されます。アビリンピック 

とは、障害を持った方々が、職場等で培った職業技能を競う 

大会です。パソコンデータ入力や木工、洋裁、喫茶サービス、 

ビルクリーニングなど多岐にわたる種目があり、高いレベルで 

競われています。栃木県も全国大会に向け、選手育成に力を 

入れています。 

パステルでは、昨年度から選手育成支援事業助成金を受け、 

専門の講師をお招きして、技術向上に取り組んでいます。 

今年度は、７月２３日に行なわれた県大会に、ビルクリー 

ニング部門で菅原雄二さん、喫茶サービス部門で工藤綾花さん、  

柴田拓樹さんの３名が出場してきました。                                          

講師紹介          小山ビルサービス株式会社          ティビィシィ・スキャット 

              代表取締役                 接遇講師 

              杉本 實氏                 須藤 映子氏 

                

                                         

 

 

 

グループホームみなみを利用されている櫻井伸彬さん（小山市ダイハツ 

勤務）が、卓球の部にて県大会で見事優勝し、１０月に岩手県で開催さ 

れる第１６回全国障害者スポーツ大会への切符を手にしました。栃 

からは、卓球以外にも陸上や水泳、フライングディスクなどの部門で３２ 

名が全国大会に出場します。 

パステル一同、健闘をお祈りしています。 

 

ひとりひとりの輝き 
パステルからの就職者 

とちぎアビリンピック 

全国障害者スポーツ大会 

28年 4月～6月の実績 



 

 2016．5．29（日）～30（月） 

                                     有楽町駅前広場 

 

パステルでは、６次産業化による福祉と農業のあり方について考え、多くの利用者が携われる作業の創出として、

桑の栽培や有機、低農薬にこだわった野菜づくりを進めてきました。その活動が認められ、日本セルプセンター

の推薦を受け、他の１５の福祉事業所とともに、有楽町で行なわれた農福連携マルシェにて販売を通したＰＲを

行なってきました。農福連携とは、障害を持った方たちが農業に携わることで農業の活性化と福祉事業所の工賃

アップを目指した取組みとして、厚生労働省と農林水産省が推し進めている政策です。当日のセレモニーには、

塩崎厚生労働大臣や森山農林水産大臣、安倍首相夫人もお見えになり、パステルの桑商品や農作物を購入してい

ただきました。また、販売員として参加したセルプ花の渡辺聡さんは塩崎大臣とツーショット写真を撮ってもら

い、パステルの商品をＰＲしてきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2016.7．27（水）28（木） 

                                     農林水産省 

 有楽町で行なわれた農福連携マルシェでの 

ＰＲを通して、農林水産省から声をかけてい 

ただき、７月２７日（水）、２８日（木）に 

行なわれた、霞ヶ関での農林水産省子ども 

見学デーに販売に行ってきました。 

神奈川県の２事業所とともに農福連携の 

ＰＲを行ないました。夏休みが始まってすぐ 

ということもあり、たくさんの子どもたちや 

お父さんお母さんが桑やにんじん、かぼちゃのパウダーから製造したカステラパンや桑・シルクのキャンディー

などのパステルの商品に関心を持ってくれました。農業を通じた工賃アップにつなげていきたいと思います。 

 

平成２７年度栃木県障害者就労施設に係る工賃 

  就労継続支援Ｂ型事業所 月額平均 １５，７２６．５円 

 



 

 

 

 

 

 

鬼怒川温泉・東京ディズニーラ

ンドたくさん良い思い出がで

きました！！これからも、仕事

に余暇活動に楽しんで過ごし

ましょう！！ 

http://www.illust-box.jp/sozai/42328/
http://pic.prepics-cdn.com/pinky705/59173417.jpeg
http://www.illust-box.jp/sozai/35448/


 

パステル創立記念行事スポーツフェスタ Enjoy2016   
in かなくぼ総合体育 

７月７日(木)、パステル創立記念行事としてスポーツフェスタが開催されまし

た。利用者の皆さん、保護者の皆さん、職員が、力を合わせて競技に取り組

みました。総勢６００人参加の大運動会になりました！！ 

 

利用者さんに感想を聞いてみました！！ 

 

・玉入れが楽しかった！ ・フライングディスクで遠くに投げられて楽しかった。  

・ロープ回しが難しかったけれど楽しかった！ ・久々に運動が出来て楽しかった！  

・ダンス、体操が他の施設と一緒に踊れて楽しかった！ ・来年は種目を増やしてもらいたい！ 

・大玉ころがしが楽しかった！ ・みんなで頑張ってトロフィーをもらえて嬉しかった！ 

・今年はスポーツフェスタに参加できなかったので来年は参加したい。・ 

・来年もスポーツフェスタをやってもらいたい！  

 

なお、当日はフライングディスク 

協会の皆様にご協力いただきました。      たくさんのご感想ありがとうございまし

た！！ありがとうございました。           

https://azukichi.net/season/etc/undokai051.html


グループホーム 平吉ヤシキの開設 
古河市から委託されておりました「かるべ」は廃止となり、平成 28 年 4 月 1 日より新た

にＧＨ平吉ヤシキを開設致しました。おおぞらの近くですので、お気軽にお寄り下さい。

なお、経営母体はパステルとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

車椅子対応車両が増えました。 

・・・栃木県共同募金会より助成・・・ 

パステルでは車椅子をご利用の方が増加して来ているために、栃木県共同募金

会助成事業に車椅子４台が乗車できる車両の応募申請して、100 万円の助成を

受けることが出来ました。７月３０日に納車（定員１０名）になり、日頃の交通

安全をご祈願して頂き、安全運転に心掛け、利用者の皆さんの送迎やドライブ

活動に使用していきたいと思います。赤い羽根募金運動に感謝いたします。 

 

 

定員：男子 9 名 

 おおぞら 通所者  ：5 名 

 あじさい 通所者  ：1 名 

 A 型事業（エフピコ ：1 名 

一 般 就 労 者 ：2 名 

（乗馬クラブクレイン 1 名 

 おおぞら 1 名） 

住所：古河市新久田２８０－１ 

 

 



新たな事業所の展開 

多機能型事業所CSWおとめ グループホーム思い川さくら 

     平成２９年度４月１日オープン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

場所：小山市大字磯の宮６２５番地外 

 国道４号線沿い、光南病院の向かい側でヤマト便配送センター隣地 

資金計画：平成２７年度森林整備加速化・林業再生基金整備費の補助受託 

多機能型事業所CSWおとめ 

CSW＝コミュ二ティ・ソーシャル・ワークのことをいいます。 

地域に視点をおいた福祉サービス事業の展開を試みます。 

・・・散歩ロードや地域交流スペースのお部屋の設置・・・ 

・・・ノウフク（農福）マルシェおとめの開設 

地域の皆さんやパステルの利用者の作った野菜のマルシェ開設 

  ・・・相談支援センターとギャラリーの開設 

  ・・・放課後等デイサービス事業や日中支援事業の展開 

 利用者の視点 

  就労継続 B 事業所（定員 30 名） 

     レストラン・パン工房と店舗 

六次化産業化の実践：桑パウダーと桑商品関係 

     桑関係・・桑園・繭工房（染め・織り・紬糸作り・手工芸品） 



生活介護事業所（定員 20名） 

     重症心身障害者を中心とする。 

     医療連携による健康分野・療育分野・就労分野における活動 

     重症心身障害の方々のための特殊浴槽の設備 

     ミュージック・ケアやスヌ－ズレンルーム・理学療法士対応 

     パソコンによる在宅就労の支援など個別支援を中心とする。 

グループホーム 思い川さくら 
思い川さくら１ ７名 ショートステイ２名 男子 

思い川さくら２ ７名 ショートステイ２名 女子 

グループホームで一般入浴の困難な方には、CSW おとめ生活介護棟に特殊浴槽

を完備しますので、車椅子対応の方もグループホーム生活ができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体の２５％建設進行状況 奥に見える棟がグループホーム思い川さくらです。 

CSWおとめを中心とした 

地域生活支援の推進のための多機能拠点構想 

 

 

 

 

 

 

 

 

居住支援機能

地域支援

機能
日中生活機能

障害者支援施設 

ホーム宙 

生活介護事業 

就労継続 B事業 

ＣＳＷおとめ 

 

 

地域相談支援事業 

パステル２４居宅介護事業 

ショートステイ 

グループホーム 

思い川さくら 

 

思い川さくら 



 

 

 

 

  ８月２３日（火）人権講演会（小山市立

文化センター）にて公演があります。た

んぽぽダンスクラブが小山市教育委員会

から招待を受け発表を行います。 

                 応援よろしくお願いします！! 

 

 

 

 

 

 

トピックス・トピックス・トピックス 

 

セルプ花生活介護事業の内容が変わりました！ 
リネン作業を行なってきましたが、生活に密着した活動を中心としました。 

循環型農業を求めて、農業班、食品加工班、 

クリーニング班、清掃班、パンセット班 

となりました。 

就労継続Ｂ事業所との連携を深め、セルプ花とつるたみの 

合同班で農業の第一次産業から第二次産業の食品加工へ、 

そして、販売活動を展開する第三次産業へ発展しようとす 

るものです。桑ばかりでなく人参やかぼちゃのパウダーにも 

挑戦し始めました。六次産業化への道は、全員で歩き出して 

おります。 

たんぽぽ  

ダンスクラブ「イエローグリーン」 

大成功！つるたみとセルプ花の合同班は、  

力強く玉ねぎ８００ｋｇを収穫しました。 



調理師・介護食  梅原礼子 

社会福祉会計簿記認定試験  岩本洋子 飯塚直史 

社会福祉主事 岡村直純 大吉花奈 田波綾乃 田口智子  

 

社会福祉会計簿記講習 

石橋須見江 吉田隆行 永倉國秀 大友瑞木  

岩瀬朋恵  菅沼直登 橋本裕志 

 

ミュジック・ケア（初級） 

奥田まどか 佐藤裕紀 小林広季 土井詩織 

（ケアワーカー）須藤奈津美 平山ひとみ 佐藤寿美 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理事長あいさつ 

 社会福祉法人のあり方が問われて久しくなりますが、いよいよ方針が明らかになってきました。誰もが納得する組織と会

計そして最も重要な人材育成について具体化されました。利用者の安心安全、豊かな人生を構築する為の法人であることは

事実です。そのために職員はひとり一人の実力をつけ、チームワークによる実践が社会的信用の根幹を成すものです。 

 

  

 

理事会 

評議員会 監事 

第三者委員 

顧問弁護士 顧問税理士 

外部監査機関 社会保険労務士 

産業医 

パステルは、外部からの専門分野の方々と職員のチームワークによって 

障害のある方々の安心安全な生活の在り方を常に追求しております。 

理事長 

常務理事 

福祉サービス事業部長 

小山エリアマネージャー 

野木第２エリアマネージャー

古河エリアマネージャー 野木第１エリアマネージャー 

専門部会部会長 

総務部リーダー 

統括委員長 

法人部事務局長 

 

資格を取得した職員の紹介・・・おめでとうございます 

 
介護福祉士 阿久津圭司 軽部綾乃 戸野塚正子  

菅沼大志 平山ひとみ 小野崎悠介 結城由美子  

桑原早苗 岩村鏡子 橋本裕志 飯沼文子 青木祐介 

磯辺行正 山岡尚人  

社会福祉士 野中 真澄 

               



  

                                                  

 

 

 

                                   
                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

                                     

 

 

 

 

 

こんにちは、たのしそう管理

者・サービス管理責任者の平

山です。たのしそうの担当に

なり５年目になりました。今年

度の目標は、利用者さん

個々の思いや特性を理解し、

ひとりひとりに寄り添う支援を

おこなっていきたいと思って

います。 

 

グループホーム「きずな」は、平成２８年４月に古河市新久保に「平

吉ヤシキ」が新たに開所し、古河市３ヶ所（「きずな」「ひびき」「平

吉ヤシキ」）利用者２６名になりました。日々安心安全を心掛けて

より良い生活が送れるようにしていきたいと思います。 

今年度４月から「ネーブル」の担当と

なりました菅沼です。古河地区は初

めての勤務地となるので、道が分か

らなかったり、地名を言われてもイメ

ージができませんでした。３ヶ月が経

ち今やっと覚えてきたところです。今

後は社会資源を活用しながら、その

人のニーズに適したサービスができ

るようにしていきたいです。 

GH紹介 

きずな 

管理者  仲川義明 

左より 

葛生早苗 中島麻里 岩本洋子 

青木恵子 須藤奈津美 

左より 

関恒雄  飯塚直史 岡村勝  

塚田忠義 海野和也 

障害のある方のニーズを大

切にし、地域で安心して暮ら

すことが出来るよう相談支

援を行っています。家族支

援、子育て支援、就学、就労、

昼間の活動、健康問題等様々

な相談をお受けし、支援しま

す。行政機関、医療機関、関

係機関等と連携、協力して相

談者や家族とともに進めて

いきますので、お気軽にご相

談下さい。 

ライフサポートセンター「つるたみ」

では、福祉サービスを利用されている

方を中心に相談をお受けしておりま

す。必要なサービスを円滑に利用する

ことで安心した生活が送れるよう、お

手伝いさせて頂きますので、今後とも

よろしくお願い致します。 

総務部では「ホーム宙」

の事務所内で各担当者

が利用料請求や経理業

務を行っております。

何か分からないことが

あればお気軽に声をか

けてください。また、

行事等では一緒に楽し

く参加していきたいと

思います。 

小山市障がい者支援セ

ンターでは、主に知的障

がいをお持ちの方を担当

し、抱える課題の解決や

適切なサービス利用に向

けて、きめ細かく支援して

います。「より良い地域生

活」が送れるよう共に考え

て行きましょう。 

GH紹介 

たのしそう 

管理者   

平山ひとみ 

ライフサポートセンター「ゆめ」は、

障害をお持ちの方、その家族の方々か

らの相談に応じています。サービス利

用に関しての相談や就労に関するこ

と、退院後の生活上の心配事や困り事

について、相談者と一緒に考えてい

き、より良い地域生活が送れるようお

手伝いしていきます。障害種別や年齢

問わず些細なことでもお気軽にご相

談下さい。 

ライフサポートセンター 

ネーブル  菅沼大志 

和田秋子  自分はこの仕事

をして、２ケ月が経ちますが利

用者さんたちに、とてもよくし

て頂き楽しく仕事をさせて頂い

ております。 

塚田忠義 
パステルに関わる皆さんのた

めに頑張ります。宜しくお願い

します！ 

ライフサポートセンター 

つるたみ  中村雅人 

ライフサポートセンター 

フロンティアおやま  簗島正知 相談支援専門員 

ライフサポートセンター 

ゆめ  山岡尚人 

小山障害者相談支援センター 

管理者  礒辺行知 

総務部リーダー 

海野和也 

篠崎あけみ   
利用者の皆さんは、とても個性豊か

で明るく素直な方ばかりです。真摯

な態度で生活している様子には、感

動することもしばしばあります。これ

からも初心を忘れず仕事をしていき

たいと思っています。 

小島智恵子 
グループホームきずなに入社して４ヶ月。不安や緊

張、戸惑いの中、利用者さんたちがとっても素直で、

ときには「小島さん、そういう時にはこうすればいい

よ！」とアドバイスもしてくれたり、教えられることも

多々あり、とてもやりがいのある仕事です。今後も利

用者さんたちの心の支え、そして心地良い生活を送

る事が出来ますように支援を行いたいと思います。 



パステル 24 

管理者  丹下陽子 

 

 

 

 

 

セルプ花         

管理者  石橋須見江 

 

 

 

 

 

 

 

副管理者 吉田隆行 

 

 

 

 

          

                   

 

 

 

                   

ホーム宙 

管理者   

橋本裕志 

 

パステル２４は、職員１３名の小さな事

業所ですが、信頼で結ばれた明るい

職場です。障害を持った方々が、地

域で暮らしていくためには、医療・福

祉・介護の連携による支援が必要で

あり、我々ヘルパーの役割が、ますま

す重要となっています。サービス提供

だけでなく、その生き方を支えていけ

るよう、パステル２４、全員一丸となっ

て努力してまいります。 

なかよしランド 

管理者  一川己江子          

茅島有子         
自分のモットー

は、明るく楽しく

そして元気に仕事

をすることです。

利用者・保護者そ

して職員の皆様、

どうぞよろしくお

願いします。 

 藤本早希         
パステルに入社して３

ケ月が経ち、仕事にも

だんだん慣れてきまし

たが、皆さんの笑顔に

いつも元気をもらって

います。これからも皆

さんと楽しくすごして

いきたいです。 

 

６名の新しい仲間を迎えて、「セルプ花」の新年度が始まりました。毎日のマラソン・ダンスやクラブ

など、去年よりさらに元気よく活動しています。ひとりひとりが長所を発揮し、新しい「セルプ花」の

色を出してくれたらと思います。 

藍原真由       
初めはとまどう事

ばかりでしたが、

利用者さんの笑顔

に支えられ利用者

さんと一緒に成長

していきたいで

す。 

各施設より新年度のあいさつ 

家中玲子    

まだまだ不慣れな事

ばかりで利用者の皆

様から教わる事も多

くあります。今後は

利用者さんと笑顔で

楽しく過ごせるよう

に頑張って行きたい

と思います。 

「なかよしランド」は、児童発達支援及び放課

後等ディサービス・保育所等訪問支援の多機能

型事業所です。定員２０名で２歳～高３までの

お子さんがご利用になっています。楽しく、安

心して過ごせるよう、また保護者の方にも安心

してご利用いただけるよう心掛けています。 

永塚淳美  日々の関わりか

ら特徴をとらえ支援すること

で、戸惑いも少なくなってきま

した。今後はもっと関わりを持

って日々変化する利用者さん

に合わせた支援が出来るよう

になりたいと思います。 

宮本裕加子  人と人との繋がり

を大切にし、日々感謝の気持ちをも

ってがんばります。 

中山沙織  ４月から「なかよしラン

ド」に配属になりました。まだまだ不慣

れなこともありますが、精一杯頑張りま

す。 

 

    水越千貴      
セルプ花で就労移

行支援をしており

ます。まだまだ、

至らぬ事ばかりで

すが、今後ともご

指導ご鞭撻のほど

よろしくお願い申

し上げます 

   中川瑛朱     
入社して３ヶ月が

経ちましたが、充

実した毎日を送る

事ができていま

す。まだ、未熟な

点ばかりですが宜

しくお願い致しま

す。 

島田知枝  ４月か

らみなさんと一緒に楽

しくお仕事をしていま

す。毎日みなさんから元

気をもらっています。こ

れからもよろしくお願

いします。 

今年度のホーム宙は施設入所支援が 30 名、生活介護が 51 名でスタートしました。施設入所支援においては暮らし

の場として心安らぐ環境を提供できるよう、生活介護においては充実した日常生活を目標にスタッフ一同務めてい

きます。 

喜多村ハツエ  いろいろ

な方々との出会いを楽しみに

しています。「すてきな出会い 

笑顔楽しく元気に活動！」 

江畑祐司  前職

は高齢者介護をして

いました。皆と一緒

に成長していけるよ

うにカンバリます。 

関根博之  
分からない

ことばかり

ですが、よろ

しくお願い

します。 

船橋文恵  
みなさんの笑顔

が私のエネルギ

ー源です！ 宜

しくお願いしま

す。 

新
し
い
仲
間 

新年度のあいさつ （管理者、新職員・新利用者紹介） 



      

 

  

 

今年度「つるたみ」の管理者になりました水森誠です。「つるたみ」は、自然に包まれた環境の中、にこ

やかに３９名の仲間と職員１３名にて、活動しています。その中 B 型は「セルプ花」と協力し、農作業

を中心に毎日快い汗をかいてます。生活介護の仲間は「つるたみ」北側にある畑で午前中を中心に、職

員と散歩をした後楽しい農作業（癒しの農業）を行ってます。午後は創作活動を行います。みんな個性

豊かな楽しい作品に仕上がっています。作品の展示は「つるたみ」に飾ったり、展示会に出展したりし

ています。「つるたみ」職員全員で安心安全に心掛け、楽しい施設にしています。 

フロンティアおやま    

管理者  阿久津圭司 

 

 

フロンティアおやまでは、昨年から養蚕に取り組み始めました。今年度は５月末から春蚕を約

２７,０００頭飼育し４９．５キロの繭が収穫でいました。７月からは、夏蚕の飼育を始めました。

５０キロ繭を収穫することが目標です。今年度は新しい利用者の方が４名入られました。また、新

しい職員の方も５名入られました。みなさん元気いっぱいで利用者の皆さんに慕われています。 

 

けやきの玄関を開けると子どもたちが作っ

た四季折々の飾りが出迎えてくれます。子

供たちに「安心して自分らしく過ごせる

場」、保護者の皆さんに「安心して預けられ

る場」を目指し、子どもたちに負けない笑

顔で元気に、職員一同頑張っていきます。 
石川芳江 
３月７日に採用された未熟な

私ですが、GH「四季」の皆様

と仲良くなり、おいしい食事を

提供したいと思っています。ど

うぞよろしくお願いします。 

國田恵美  
初心を忘れず、

日々の支援に励

みたいです。 

 

４月より生活支援に携わることになり、

利用者さんの基本的な生活の構築に関わ

っております。利用者さん一人ひとりが、

豊かに地域で暮らすことは何か？ 毎日

が心穏やかに過ごせる環境であるのか？ 

寄り添っていきたいと思っております。 

 

阿部貴子 

パステルの職員の方々の意識の高

さに驚いています。私も早くパステル

の一員になれるよう頑張りたいと思

います。 

上野友理香  
初心を忘れず

日々の業務に

従事していき

ます。 

青木真由美  
若い職員さんの

パワーに負けず

頑張ります。 

 

福田智未  
今年度からよ

ろしくお願い

します。 

小林和枝   
つるたみに配属され５ケ月か経ちました。色々と戸惑

う時もありますが、利用者の方々や職員の皆さんと楽

しく仕事をさせていただいております。又、パステル

24 でヘルパーもさせていただいているので、今までの

経験を活かせることは活かし、でも囚われないよう心

掛けています。利用者の方々が安心して地域の中で暮

らしていけるよう、私自身も仕事を通じて共に喜び合

えるよう従事していきたいと思っています。 

 

四季 

管理者  岩瀬朋恵 

 

秋山秀夫 
私は、今まで子どもと接したこと

がありませんでした。いまは「年

を取った友達」として付き合って

いければと思っています。 

 

川名子進 
４月より送迎の業務について早４ヶ月になります。日々、安全

運転と乗車される皆様に安心して乗っていただけるよう心掛け

ています。今後も皆様の業務に少しでもお役に立てるよう努め

て参ります。 

けやき 

児童発達支援責任者   

武田佳子 

 

神島政治 
初めまして、送迎の運転手として入社

いたしました。神島政治と言います。

今月７月５日に６７歳になります。安

全運転を心掛けて利用者の方をサポ

ートしていきます。 

つるたみ    

管理者  水森誠 

 

 

副管理者  岡村勝 

 

 

 

新しい仲間 

新しい仲間 



 

                 

 

 

新たに３名の仲間を迎え入れ２８年度のスタートを切りました。作業はもちろん、今年度はマラソンやダンスと

いった活動にも力を注ぎ、地域交流の場を多く取り入れていきたいと思います。

 

「いちばん星」では生活・作業の両面での利用者の皆様の「自立」への支援を行っています。生活

面での食事や排泄、入浴等のサポート、作業面での協調性や「役割」を持つ事で自信に繋げていけ

る環境を大切にしています。毎日、楽しく、やりがいを持ち、仲間同士や職員、地域の皆様との「一

体感」を目標に頑張っています。 

たんぽぽ 

管理者 菅沼直人 

おおぞらは今年で開設４年目を迎え、利用者６４名でのスタートとなりました。今年度は施

設外就労でもお世話になっています「日本卓球」（Nittaku）のご協力を得て、卓球指導者を

派遣して頂き、月１回の卓球教室が始まりました。おおぞらに関わる全ての方にとって笑顔

多い一年となりますよう努めてまいります。どうぞ、宜しくお願い致します。 

松本寿美 
７月 11 日よりパン工房で働かせて

頂いております。来て未だ数日。職

員の皆さん、利用者の方々と共に

色々と教えて頂きながら、手探り状

態で作業の流れを覚えるのに必死で

す。とても明るい職場なので緊張し

ながらもあっという間に１日が過ぎ

ていきます。早く手順を覚え、いち

ばん星に溶け込んでいきたいと思い

ます。 

いちばん星 
管理者  永倉國秀  

おおぞら 

管理者  大友瑞木 

 

金剛寺凌 

入社して３ヶ月経ちますが先

輩の丁寧なご指導のもと、利用

者が成長する事のやりがいを

感じております。より良い支援

を提供できるよう頑張ります。 

古木幸枝 
個別支援の難しさはありますが、

１人でも多くの利用者の皆様の

笑顔を引き出す支援をしていき

ます。宜しくお願いします。 

 

藤井由香   
笑顔で元気に、利用者に寄り添

いながら明るく頑張ります。宜しく

お願い致します。 

吉田誠吉 
利用者さんの送迎に安

全を第一に考え、職業指

導、就労支援に勤め、お

おぞらの一員として頑

張ります。 

柏原知子 
今年からおおぞらで働

く事になりました。分か

らない事もありますが、

頑張っていきたいと思

います。どうぞよろしく

お願い致します。 

渡辺敏子 

今年入社しました渡辺と申し

ます。まだまだわからない事が

沢山ありますが、これからも頑

張っていきたいと思います。宜

しくお願い致します。 

杉内知恵 
分からない事が多いです

が頑張りますのでよろしく

お願い致します。 

 

新しい仲間 

新しい仲間 

 

新しい仲間 


