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三和オリンピック
　今年は世界的なスポーツイベント開催に合わせ、事業所内でス
ポーツレクリエーションを開催しました。
　生活介護事業では玉入れやボール転がしを行いました。玉入れ
はチーム戦、ボール転がしは個人戦で、一番笑顔で楽しんでくださ
った方へ手づくりのメダルをプレゼントし、記念撮影を行いました。
就労B型事業でもパン食い競争や大玉転がしなど、グラウンドを広
く使ってダイナミックにレクを楽しみました。また、事業対抗の競技
として応援合戦や職員リレーなども
行い、白熱した戦いとなりました。
　利用者さん・職員共に楽しく体を
動かして、自粛疲れも吹き飛ぶような
１日となりました。

サマーフェスティバル こどもステーション　三和

7月１６日
　今年のサマーフェスティバルは、コロナ禍の為ジョイ
サポート三和の職員と利用者さんのみでの開催となり
ました。各事業所ごとに余興の案を出して、事前に撮
影を行ってから、当日に上映会を行いました。「フラダ
ンス」や「箱の中身は何だろな？」など、それぞれの事
業ごとにユーモアのある内容となっており、利用者の
皆さんからも好評をいただきました。
　また、ゲームコーナーの射的では一喜一憂する声や、
千本引きで獲得した景品を早速開けて楽しんでいる様
子もありました。
　今後も、案を出し合い工夫しながら、感染症対策を
しっかり行い、楽しんでもらえる行事を計画していきた
いと思います。

　「見て！大きなピーマンができたよ！」子供たちも大き
く成長した野菜を手にとり嬉しそう。こどもステーシ
ョン三和では今年もコロナ禍でなかなか外出すること
が出来ないので、所内で活動できるプランター栽培を
始めました。春に土から用意し種をまき苗を植え、ほ
ぼ毎日暑い日も台風の日も日課となった水やりを行っ
た結果、立派な野菜が出来上がりました。少し野菜が
苦手だった子も、自ら野菜を収穫し家族に持って帰る
という成長がみられました。学校でも力仕事もすすん
で手伝ってくれるようになったそうです。みんなで次は
どんな野菜を作ろうかなぁ～(̂ )̂/

野菜の収穫！

記編集 後
　現在も新型コロナウイルス感染拡大の影響で、行事や外出など多方面で制限を余儀なく
される日常が続いています。そんな中でも、イベント規模の縮小や人数制限、検温や手指
消毒などの感染対策を講じながら、少しでも利用者さんが季節を感じ、笑顔で健康に過ご
せるような機会を提供できるように、職員が一丸となって支援に取り組んでまいります。

　6月25日に千葉銀行牛久支店様より、
賞味期限が近づいた防災用備蓄食料をい
ちはら生活相談サポートセンター（市原市
生活困窮者自立支援事業）にご寄付頂き
ました。
　当日は、林理事長と就労準備支援担当の
利と利用者の青野さんで、サバイバルパン
（24食入）４箱を受け取りに行きました。
　この他、千葉銀行の五井・八幡・ちはら
台各支店様からも、サバイバルパン18箱の
ご寄付を頂きました。生活困窮者にとって
非常にありがたいご支援です。地域貢献に
感謝申し上げます。

　同クラブでは、地域奉仕活動の一環として、フードドライブ（食品回
収）に協力しています。いまだ食べることが出来るのに破棄されてしま
う食品を、企業やご家庭から頂き、食べるものを必要としている方へ無
償で届ける活動に賛同しています。集まった食品は、いちはら生活相談
サポートセンターを通じて、主に市原市内で生活に困窮している方に
お配りしていただいています。

　回収場所は、牛久の「キセツ

ホーム」さんと当法人事業所

の福祉ショップ「もみの木」の

2店舗で取り扱っています。

　フードドライブにご協力いただきまして誠にありがとうございます。
缶詰1つ、カップラーメン1つ、そんな一つ一つの小さな善意が集まって
人を助ける大きな力になります。
　皆様からのご寄付は、私どもが責任を持って困窮世帯にお渡しし
ます。是非これからも「善意のおすそわけ」をよろしくお願い致します。

市原さくらライオンズクラブも活躍中！

いちはら生活相談サポートセンター
センター長　大戸 優子

キセツホームにて

福祉ショップ「もみの木」にて

しっかり

林理事長、財津支店長、青野さん、利さん



吉沢オリンピック開催 調理実習

TABI Caféの新メニュー！！！

4月交流会（お花見）

夏の屋台村

　吉沢学園でも世界的なスポーツイベントの
開催に合わせ「吉沢オリンピック 2020」を開催
しました。
　開会式から始まり、競技はバスケットボール
（フリースロー）、サッカー（PK 対決）、10ｍ走を行
いました。どの競技も試合は白熱、応援にも力が
入りました。
　フィナーレは、表彰式です。表彰台に上がり、
首にメダルを掛けた選手は誇らしげであり、開催
して本当に良かったと思いました。
　久しぶりにスポーツで汗を流し、楽しい１日と
なりました。

　今年度のききょう祭も昨年度と同様、新型コロ
ナウイルス蔓延の影響で中止し、代わりに吉沢屋
台村を開催しました。しかし、当日は台風の接近
にともなう荒天模様。急遽体育館での屋内開催と
なりました。
　「あなたが“たのしい”は、わたしも“たのしい”」を
スローガンに、各棟が創意工夫を凝らしたゲーム
コーナーや、カレー、フランクフルトといった
おいしさあふれる出店屋台が立ち並び、みんなの
“たのしい”が詰まった空間となりました。
　会場からは、景品をとった歓声や「これおいし
いね」といった声が絶えず、台風にも、そして新型
コロナウイルスにも負けない、最高に“たのしい”
時間を過ごすことができました。

※営 業 日：月～金、日曜日
　営業時間：１０：00 ～１７：00（ランチタイム１１：00 ～１４：00）
※感染症防止対策のため、日曜日が臨時休業となる場合がございます。
　詳しくはお問合せください。
                                                               TEL.0436-67-1212

　４月２日、新型コ
ロナウイルス感染
予防対策を行いつ
つ、学園のグラウン
ドでお花見交流会
を行いました。暖か
い陽射しと満開の

桜の下、職員と利用者さんで一緒に大きなブルーシー
トを敷き、その上で厨房職員が作ってくれたお弁当を
食べました。外出する機会が少なくなっていますので、
利用者さんの気持ちを少しでもリフレッシュできるよ
うな機会を今後も作っていきたいと考えています。

菌床椎茸搬入完了！

　６月初旬に今年
度分の菌床椎茸の
購入と学園への搬
入を行いました。昨
年度は新型コロナ
ウイルスの影響を
受け、園外での販売

業務等が喫茶もみの木、TABI Caféでの販売のみと
なってしまい、学園外での販売活動が満足に行えない
状況でした。今年度こそは、保護者様や地域の方々へ
吉沢学園自慢の菌床椎茸をお届けできるよう職員一
同椎茸栽培に励んでいきます。

　「コロナ禍でも利用者さんと職員が一緒楽しめるイベントを！」を目標に利用者
さんと職員で『スウィートポテト』と『海鮮塩焼きそば』の調理実習を２日に分けて
実施しました。
　１日目、スウィートポテトのお菓子作りではみんなでコックの衣装を着てパティ
シエ気分！真剣な眼差しで調理をしてくれました。
　２日目は海鮮塩焼きそばづくり。ホットプレー
トで焼きそばをかき混ぜる姿はまさにベテラン
料理人！
　両日ともに、利用者さんも職員もほっぺたが
落ちてしまいそうな美味しい料理を堪能するこ
とができました。

　この夏、新メニューが追加されました！スタミナ満点
「牛カルビ丼」、日替わりランチには、さっくさくジュー
シーな「チキン南蛮」が登場しました。そして、何と言って
も新メニューの目玉は、初のデザート「ミルクバターブレ
ッド＆アイスクリーム」です！
　工房で焼き上げたパンを注文後にトーストし、アイスと
ソースを添えて提供しています。温かいパンと冷たいアイ
スを一緒に口に運ぶと格別です！ぜひお試しください。



学園トピックス グループホーム

　「新型コロナウイ
ルス感染症」緊急
包括支援事業にお
ける感染症対策徹
底支援事業として
感染症発生時対応
や衛生用品の保管

等に柔軟に使える多機能型簡易居室としてログハウ
ス3棟を整備しました。実際に感染症が発生した場合
に有効的に活用するための物でありますが、「備えあ
れば憂いなし」というように、日頃からしっかりと準
備をしておくことが大切であ
り、感染対策も同様に徹底す
ることで“コロナに負けない”
環境つくり、人つくりに毎日
取り組んでいます。

　令和2年度障害福祉分野の
ITC導入支援事業の補助金を
いただき、当学園ではノートパ
ソコン3台とタブレット5台を導
入しました。ノートパソコンは
不調だった物と入れ替え、仕事
がより捗るようになりました。

タブレットは職員間で活用方法を模索中です。このコ
ロナ禍において進んでいるリモートワークや、帰宅や
面会が制限されている利用者さんへの支援として、
オンライン面会での使用や、動画サイトを利用し、
利用者さんの好きな動物、乗
り物、景色など、屋内での余
暇時間に使用できないか？な
ど・・・福祉業界にもIT化の
波が押し寄せています！！

ログハウスグループホームログハウスグループホーム

ログハウス学園ログハウス学園

　市原市消防局の救急救命
士を講師としてお招きし、普
通救命講習を受講しました。
講習内容は心肺蘇生、AED
の取り扱いや止血の方法で、
テキストと訓練用の人形を使

い、実技を交えて教えて頂きました。コロナ禍での講
習と言う事もあり、心肺蘇生の練習時には訓練用の人
形の口をタオルで覆ったり、毎回消毒を行ったりと、新
型コロナウイルス感染症に対する対策を講じた
内容の講習内容となりました。

　７月に女性GHの利用者
さんが60歳の誕生日を迎
えました。そこで花館の
利用者さん全員でもみの
木に行き、「還暦祝い」を
行いました。もみの木では
お祝いのケーキとスペシャ
ルランチを食べながら、大
好きな「ピノキオ」の話を
したり、とても賑やかな
「還暦祝い」になりました。

　加茂地区社会福祉
協議会は、令和3年度
より地域密着型相談事
業を開始しました。
直接市役所や警察に
は電話しにくいと言う

加茂地区の皆様のお声に応えるため、加茂地区内にあ
る福祉施設（吉沢学園、緑祐の郷、高滝神明の里、渓
泉荘・市原園）に相談窓口を設置しました。
　どこに相談したらいいかお困りの方は、お近くの相
談所へお電話下さい。

　新型コロナウ
イルス感染拡大
の影響で外出に
制限はあります
が、毎月1回は、
喫茶もみの木へ
ランチを食べに
出かけ、利用者さ

んの気分転換になるような機会を作っています。みな
さん真剣な眼差しで、時間をかけてメニューの中から
食べたい物を選びます。
　そして帰宅すると「ハンバーグを食べてきたよ。」等
いつも以上の笑顔で職員に教えてくれます。以前のよ
うな自由な外出は難しいですが、日々楽しく過ごせる
ようこれからも工夫をしていきたいと考えています。

花澤前会長、林理事長、明賀新会長、吉川副会長花澤前会長、林理事長、明賀新会長、吉川副会長

　８月に入り、夏の暑さも本番を迎えた頃、「利用者さ
んに夏を感じられるようなイベントを行おう」という
事で夕涼みも兼ねて夕方から学園のグラウンドで花
火鑑賞を行いました。甚平に袖を通し、皆で色とりど
りの花火を観ながら楽しい時間を過ごしました。

　７月25日の地域奉仕には、男性グループホームから
２名、女性グループホームから２名の計４名が参加し、
日ごろから利用させてもらう事の多い公民館の除草
作業を行いました。
　刈った草を熊手で集め、それを一輪車に乗せて所
定の場所へ運びます。みんなでチームワーク良く除草
作業を行う事が出来ました。

　浅井小向デイサービスえん自慢の昼食をご紹介します。
　家庭菜園で収穫した新鮮な野菜は色も良く、柔らかくて大好評です。
畑の肥料も定期的に手を加え、調理員が真心を込めて育てています。
利用者様から「美味しかった。」「温かいご飯で嬉しい。」等のお声を頂き、
調理員もより一層力が入ります。
　利用者様の好みに合わせた素朴な献立に、懐かしい食卓の様子を思い出
されるようで、会話にも花が咲き、楽しみな時間となっているようです。

　市原市役所より新型コロナウイルスワクチンを提供
していただき、8月30日と9月24日の２日間でワクチン
接種を行いました。市原市役所の職員の方が見守る
中、緊張した面持ちの利用者さんでしたが、予定してい
た102名全員が無事に接種することができました。
　いつもとは違うワクチン接種に利用者さんも職員
も戸惑っている様子でしたが、嘱託医の永野先生の指
示通り、接種後15分間はその場を離れずに待機するこ
とができました。いまだ猛威を振るっている新型コロ
ナウイルスですので、ワクチン接種後も気を緩めるこ
となく法人内全体で感染対策を継続していきます。

浅井小向デイサービスえん（地域密着型通所介護事業）
救命講習 「かも よろず相談所」が出来ました

感染対策用ログハウス整備

新型コロナウイルスワクチン接種 花火見物 還暦おめでとう！

パソコン、タブレット導入

ランチ外出 地域奉仕（除草作業）

家庭菜園の野菜を使った昼食



児童発達支援事業＆放課後等デイサービス 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）

お買い物体験！
　「どれにしようかな～？」「何買おうかな～？」たくさんのお菓子の中から好
きなお菓子を選んでいます。コロナ前は、実際のお店まで行き“お買い物体
験”を楽しんでいましたが、今回はこどもステーションの中でお買い物体験。
　紙で作った10円玉を10枚、合計100円持ってお買い物です！「まだ50円
あるからこれも買えるかな？」と、ちょうど100円になるように自分で計算し
ている子もいました。お店屋さんにお金を渡し、好きなお菓子を買えて嬉
しそうな表情を浮かべている子供達。実際のお店に行く機会がなくなり残
念ですが、こどもステーションでの“お買い物体験”を楽しみました♪

　中核地域生活支援センターいちはら福祉ネットでは、困りごとを抱
えた方がお住いの地域に近い場所でご相談ができるよう、市内
２カ所（ちはら台・青葉台）での出張相談を行っています。
　出張相談は、高齢者の相談窓口である地域包括支援センターや、
地域活動を推進する市社会福祉協議会、地域住民が主体となって
活動する小域福祉ネットワークなど、地域に身近な人たちと協力
しながら実施することで、今地域の中で何が起きているのか、どのよ
うなことが困っているのかをキャッチできるよう工夫しながら実施
しています。
　今後も、地域で孤立する方が少しでも相談につながるよう関係機
関の人たちとともに活動の幅を広げていきたいと考えています。

　６月２９日、今年度第１回目の世話人研修会を開催しました。
　昨年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、全ての研修会
を中止せざるを得ませんでしたが、今回は各法人からの参加人数を制
限するなどの感染防止対策を取り、少人数での集合型で行いました。
　「障がい者への合理的配慮について学ぼう」をテーマに、市原市障
がい者支援協議会権利擁護部会　部会長の朽名高子氏より、日常生活上の具体例を交えながらご講義いただき
ました。実際に入居者への支援で困っている例の質問もあがり、その対応方法をご説明くださいました。具体的な
ご説明に、参加者からはとても参考になったとのお声を頂きました。

　普段の活動の様子
から、自分の得意なこ
とを発表してもらう時
間を作ってみてはどう
だろう？という職員か
らの提案があり、発表
会を企画しました。

　張り切って自宅からギターを持ってきてくれる子や、
得意なダンスを披露する子。みんなの発表する様子を
見て、自分は他に何ができるだろうと考えて発表してく
れる子や、普段はみんなの前では見せないけれど、実
は家で踊っていたというダンスをセンターで踊ってく
れた子、発表を見ながら笑顔で手をたたいたり身振り
をまねする子など。
　思っていた以上に、いつもは見ることができない子ど
もたちの反応があり、私たち職員もうれしくなり、今後
も自分を表現する場を設けていきたいと思いました。

みんなの発表会
　大きなイベントの１
つである遠足。コロナ
禍だけど、まったく無
いのも寂しいね・・・な
んとか出来ないかなぁ
と考え、近くのさゆり
ワールドへお弁当を食

べてから出発！園内に入ると、自由に散策している
カピバラや七面鳥、大きなカメなどにびっくり！少し
緊張しながらゆっくり奥へ進んでいくと、キリンやカン
ガルーにも会えました。間近で見たり触れたりと、短時
間ではありましたが充実
できたように思います。お
やつはTABI caféで美味し
いデザートを食べ、動物の
迫力に涙した子もニコニ
コ笑顔になりました。

さゆりワールドへ遠足！

　新型コロナウイルスの影響で客足が遠のいている中、
ジョブハウスもみの木では、いつも外販売でお世話にな
っている「緑祐の郷」と同法人で、姉崎にオープンしま
した「特別養護老人ホームしらつか」で8月からパンの
販売を始めました。
　また、緑祐の郷では利用者さんのおやつ用のパンや、
食事用のパンなども注文を頂ける様になりました。
　これからも引き続き、新型コロナウイルスの感染防止
に注意し、感染対策を講じながら販売活動を行って行
きたいと思います。

こどもステーション菊間

こどもステーション東国分寺台

出張相談

こどもステーション牛久

新規・パン販売

令和３年度第１回市原圏域障害者
グループホーム等世話人研修会開催

ジョブハウス・もみの木

法人 HP、Fa c e b o o k、求人情報はこちらから


