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　「４月は仕事が無かったため５月の給与が出ない。家賃
が払えない。」という悲痛な声が寄せられた中には、すで
に家賃の滞納が発生しているケースも少なくありません。
　このような状況下で、「いちはら生活相談サポートセン
ター」のスタッフは、不動産管理会社や保証会社から催
促を受け不安と憔燥に駆り立てられた相談者に代わり、
管理会社や保証会社と支払いの交渉をすることもありま
した。
　今でも多くの相談に追われている日々ですが、相談者の
ホッとした表情や声、再就職の報告など嬉しい言葉に支え
られています。まだ先が見え
ない中ですが、自分たちの
健康にも気を付けつつ相談
者の気持ちに寄り添い続け
たいと思います。

　新型コロナウイルスの影
響は生活困窮者にも大きな
影響を与えました。
　ピーク時の５月には昨年
度と比べ８倍もの相談が寄
せられたためゴールデンウ
イークも休日返上で対応す
ることになりました。御下賜金拝領記念碑建立

　吉沢学園並びにグループホームでは、近隣のガードレー
ル清掃、吉沢町会の除草作業やゴミ拾いへの参加を通じ、
地域貢献にも取り組んでいます。
　ガードレールを磨いている時、道路脇のゴミを拾ってい
る時、刈った草を一輪車で運んでいる時、地域の方から
「頑張っていますね」「綺麗になりましたね」「いつもご苦
労様」と声を掛けて頂き、利用者さんにとっても職員にと
っても、よい励みになりました。
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応援します！感染予防も万全の体制で！！

▲いつもご相談者に寄り添います。

▲相談員は体力勝負！頑張ります！

▲相談者が急増の為、相談ブースを６か所に

　増設しての対応です。

▲感染予防対策もしっかり行い

　ます。

　新型コロナウイルス感染症終息の兆しが見えず、不安な日々が続
いていますが、そんな今だからこそ、利用者さんの心に寄り添った
福祉サービスの提供に法人全体で取り組んで行きたいと思います。

これからも

「自分たちに出来る事は何か？」

を考えていきながら、

地域の皆様と共に歩む法人を

目指していきたいと思います。

いちはら生活相談サポートセンター　お問い合せ先　☎ 0436-37-3400

　前号でお知らせいたしましたが、令和2年2月23日の
天皇誕生日に際し、天皇陛下から吉沢学園に御下賜
金が下賜されました。
　誠に名誉なことで、拝受するに相応しい法人の経営や
運営に取り組んでまいりますと共に、後世末永く記憶に
残るよう記念碑を建てました。
　皆様方におかれましては、今まで以上の
ご支援、ご協力の程何卒よろしくお願い
申し上げます。



　新型コロナウイルスの影響で、4月の一般
オープンが6月になりましたが、多くの皆様
方に「TABI Café（タビカフェ）」をご利用
いただいております。
 もちろん、学園やグループホームの皆さん
も一般のお客様と交わらない日を作り、カ
フェのランチセットや午後のお茶に利用し
ています。ハンバーグや生姜焼き、サンドイ
ッチやドリア、ナポリタンなど自分の好きな
メニユーをたのみます。

TABI Cafe 特集！’

いらっしゃいませ！

地域の新鮮野菜が評判！
人気の高級

食パン！

人気の
焼きたて

パン！

　月曜日から金曜日は日替わり
ランチが人気です。
＊季節によって変わります。

カフェ店内カフェ店内

人気の日替わり

ランチ

月曜日はオムライス

　パスタはナポリタン、たらこと舞茸、カルボナーラ。
やはりハンバーグと生姜焼きは人気です。
　サンドイッチやドリアも好評です。

ランチタイム
はセットメニユーで

サラダ＋ドリンク付でお得！

学園＆ＧＨ
  「コロナに負けるな！
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　今年度のききょう祭は、新型コロナウイルスの影響で中止となり、
代わる行事として、『夏の屋台村』を学園とグループホーム合同で開
催しました。
　「いま私たちに出来ることは、利用者さんと全力で楽しむことだ！」
を合言葉に準備を行い、ゲーム屋台は棟ごとに企画し作り上げま
した。当日は射的・輪投げ・ボール飛ばしの３種のゲームに大盛り
上がり！「やったー」と景品をゲットした歓喜の声があちこちで上が
りました。
　開催前は保護者も地域の皆さんもいない状況で、
「少し寂しく感じるかな？」とも思いましたが、利用
者さんは笑顔一杯、お腹一杯の夕べとなりました。
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夏はやっぱり
　かき氷！



学園トピックス

　新型コロナウイル
スの影響により、様々
なイベントが自粛され
ているため、吉沢学園
では園内で楽しみな
企画のひとつとして、
各棟で調理実習を行
いました。
　焼きそばやプリンパ

フェ、デコレーションアイスなど、様々なメニ
ューにチャレンジする利用者さんの表情は、
真剣そのもの。野菜を炒める、プリンにクリー
ムを乗せる、アイスをカップに移すなど、それ
ぞれ一生懸命取り組みました。出来上がると、
「やった！」「早く食べよう！」と歓声が上がり、
自分たちで作った料理を嬉しそうに食べてい
ました。

　令和2年8月25日、職員
全体研修で新型コロナウ
イルスに対する研修を開催
しました。
　看護師による法人内の
マニュアルの説明を受け
た後、手指消毒やフェイス
シールド等の着脱動画を

視聴し、それらの実践を行いました。未だ利用者さん、職員とも
感染者はいませんが、有事に備えての研修という事もあり、皆真
剣な表情で参加し、注意点を指摘し合い互いのスキルを高めて
いました。利用者さんと職員を守り、ひいては法人を守っていく
という強い信念のもと、極めて有意義な研修となりました。

調理実習 新型コロナウイルス対策研修

ご寄付ありがとうございました

こどもステーション三和

希望の家うしくの海老根様より福祉車両を頂きました。

保護者会より「TABI Café」オープンの
記念品として、かき氷機を頂きました。

武本様よりスイカを
12個頂きました。

ジョイサポート三和（旧市原市三和福祉作業所）

　生活介護では身体機能の維持・向上の為に、理学療
法士によるリハビリテーションを行います。

　誕生会は外出自粛の為、屋内でお祝いをしました。
ご馳走を目の前に、嬉しそうな笑顔が印象的でした。

生活介護生活介護

誕生日会誕生日会

就労継続支援B型就労継続支援B型

　「ちばぎんハートフル福祉基金」
様より、床走行式リフト、ロボット
掃除機他を寄贈頂きました。
　床走行式リフトを使用すること
で、車椅子からベッドなどへ移動す
る際、安全に行うことができ、利用
者さんの安全につながります。

ありがとう
　　 ございました！
ありがとう
　　 ございました！

　毎年恒例のサマーレクリエーションでは、ペットボトルボーリングを行い
ました。新型コロナウイルスの影響の為、密を避けての開催となりました。
　屋外は連日の猛暑で危険な為、室内でスペースを作りバランスボールを
使い、ペットボトルのピンを倒します。大きいバランスボールでも思った
方向に転がらなかったり、弾んだりと意外と難しく、ピンが倒れると「やっ
たー！」という歓声や、ピンから外れたボールに「あれれ？」と言った声が
聞こえてきました。
　その後スイカが振る舞われると、みんな大喜びで食べていました。新型
コロナウイルスの影響で、今までのような行事を開催することが難しくな
っていますが、楽しんで頂けるよう今後も工夫していきます。

　就労継続支援B型では調理班のメンバーが、
おいしい昼食を作っています。

　新しくスタートした「ジョイサポート三和」は、新型
コロナウイルス感染の影響を受けて、今まで以上に感
染対策を実施しています。
　朝は手の消毒と検温は欠かせません。昼食は今ま
で全員で食堂に集まっていましたが、生活介護と就労
継続支援B型の利用者さんは別々の部屋で食事を摂
るようになりました。

※この他にも保護者の皆
　様からうどん、ジャム、
　洗剤など差し入れて頂
　きました。
　ありがとううございま
　した。



　新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、相談機関
の訪問自粛や福祉サービスの利用中止など、様々な
影響が出ました。このような中、それぞれの機関がイ
ンターネットを活用したオンラインでの活動を模索し
ています。
　いちはら福祉ネットでは関係機関との連携を図るた
め、オンライン会議を行っています。コロナ禍の中でも
関係機関とのネットワークを維持・強化し、地域で取
り残される相談者が出ないように活動を停滞させな
い取り組みを今後も続けていきたいと思います。

　障害者グループホーム等支援事業では、新型コロナウイルス
感染拡大を受け、市内の障害者グループホーム（以下ＧＨ）入
居者や職員の体調確認と感染症対策を電話にて尋ねました。
　まず、入居者や職員に体調不良を訴えた方がいなかったこと
に、一安心しました。感染症対策では、検温や手洗いうがいの
徹底以外に、家族との面会や自宅への帰省中止、人が多く集ま
る場所への外出自粛などの対策を取っていました。そのため入
居者の中には、外出による気分転換が図れず、不安やストレス
を抱えた方も見られました。
　終息の目途が立たない中で、入居者や職員が不安を抱え込
みすぎないよう、ＧＨを支えていきたいと思います。

　現在、ジョブハウス・もみの木では、販売車による移動販売に力をいれてい
ます。平日に市内の福祉施設や公共施設、地元企業を回り、手作りパンやラス
ク、クッキーの販売を行っています。特に、その日の朝に焼き上げたパンは「柔
らかくて美味しいね」と、お買い求めいただいた方々から好評です。

　また、喫茶もみの木では、店内の消毒と換気、また
テーブルの間隔を広く開けるなど、新型コロナウイルスへ
の感染予防に努めています。今夏の一番人気は、新メニ
ューの「野菜サラダうどん」でした。ボリュームたっぷり
のサラダとうどんに、ゴマだれのアクセントが病みつきに
なると好評です。秋以降も季節に合わせたメニューへ
随時変更していきますので、楽しみにしていてください。

　暑い日が連日のように続いた夏休み、新型コロナウイルス
の影響もあり外出行事は自粛…こどもステーション牛久では、
ほぼ毎日午前中に水遊びをしました。「今日、水遊びする？」
「サンダルで来たよ」と子ども達は水遊びを楽しみにしている
ようでした。バケツやシャワーで頭から水浴びしたり、プール
の中に寝転んだり、お友達と水鉄砲でどこまで遠くに飛ばせ
るか挑戦するなど、いっぱい遊びニコニコ笑顔がたくさん見
られました。

　8月19日（水）こどもステーション菊間の夏祭り！出
店のポスター作りから準備を始め、楽しみにしていた
子ども達。
　当日は買い物で使うお財布を自分で作り、オリジナ
ルのお財布を完成させ、金魚すくいやヨーヨー釣り等
をしました。何色を取ろうかと真剣な表情で金魚を見
つめ、見事に取れると「やったー！取れたー！」と嬉し
そうな声が上がりました。
　様々なイベントが中止の中、友達と協力し合い手作
りした夏祭り。子ども達にとって最高に楽しい夏の思
い出となりました。

　新型コロナウ
イルスの流行で
予定していたお
出かけができな
くなりました。こ
ういう時期だけ
ど何か子どもた
ちが楽しめるこ
とを…と考え、

手作りペープサートの上演会を開催。
　背景やペープサートは職員と子どもたち達で作り、
当日は子どもたちが演者になり、歌を歌いながら楽し
そうに演じてくれました。高等部のお兄さん、お姉さ
んたちが小学部1年生の児童にわかるように、やさし
く語りかけながら演じる姿も見られ、アットホームな
会になりました。
　まだ終息の目途はたたないようですが、消毒や換
気、密を避けるなどを徹底しながら、明るい気持ちで
過ごせるよう心がけていきたいと思います。

こどもステーション東国分寺台

こどもステーション牛久

児童発達支援事業＆放課後等デイサービス

浅井小向デイサービスえん
（地域密着型通所介護事業）

こどもステーション菊間

　　浅井小向デイサービスえんでは、庭の畑で6月にジャガイモの収穫を
行いました。利用者様の中には農家を経験された方も多く、収穫をとても
楽しみにされていました。庭では他にもカボチャ・ナス・ピーマン・ミニトマト・
オクラ・キュウリ等の野菜作りをしています。
　採れたての野菜を使った昼食を食べ、「今年もこれで
夏を乗り切ろう！」と、皆さんの笑顔が見られました。

中核地域生活支援センター いちはら福祉ネット（千葉県委託事業）

障害者グループホーム等支援事業（千葉県委託事業）

ジョブハウス・もみの木


