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せいしんかい報せいしんかい報
救護施設やしおみ荘
〒972-0161 福島県いわき市遠野町上遠野字堀切27
(0246) ８９－３３３３　(0246) ８９－３３３４

ケアホーム・グループホーム　レジデンスなこそ

メゾン・ド・あたご、メゾン・ド・ほりきり、コーポおかおな

指定相談事業・地域生活相談室せんとらる
〒979-0145 福島県いわき市勿来町四沢清水17-1
(0246) ６５－５２２２　(0246) ６５－４１６０

障がい者支援施設ふじみの園
ショートステイほっと
〒972-0252 福島県いわき市遠野町上根本字白坂384-1
(0246) ８９－３４００　(0246) ８９－３４５４

虹のかけはし
〒971-8101 福島県いわき市小名浜丹波沼61-1
(0246) ７３－０１１１　(0246) ７３－０１１２

ワークセンターしおさい
〒971-8161 福島県いわき市小名浜諏訪町1-10
(0246) ７３－２０７７　(0246) ７３－２０７８

手打ちうどん　天真庵
〒974-8212 福島県いわき市東田町2-11-7 
・(0246) ７７－２０３３
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注目記事

◆１ページ◆ 夏まつり

◆２・３ペ－ジ◆ 旅行

　８月５日（日）、鼓童会の皆さんによる勇壮な和太鼓の音と共にやしおみ荘夏まつりが開催されました。今年

も多くの方々に足を運んでいただき、大いに賑わいました。まつりでは、金山お囃子会のお囃子にのせた盆踊り

の外にもフイ・オ　アフラニ舟木チームによりますフラダンス、瑞希会の皆さんの民謡舞踊、上遠野青年会によ

るじゃんがら念仏踊りと、地域の皆様に花を添えていただきました。志摩幸子さんのショーでは、懐かしい歌か

ら盛り上がる歌謡曲まで、素敵な歌声の中、楽しい時間を過ごす事ができました。

　昨年は自粛していた花火大会を今年は行い利用者のみ

なさんは夜空を彩る大輪の花火に魅了され、いつまでも

空を見上げていました。まつりの締めには、毎年恒例の

大抽選会で大いに盛り上がりました。暑い夏はまだまだ

続きそうですが、夏まつりの活気からパワーをいただき、

元気に乗り切って行きたいと思いました。

　夏まつり開催にあたり、お忙しい中ご参加いただきま

した来賓の皆様、暑い中、ご協力いただきました協力会、

ボランティア、地域の皆様にこの場をお借りしまして御

礼を申し上げます。皆様のお力添えのお陰で無事終える

ことができました。ありがとうございました。

夏まつり やしおみ荘

　９月30日（日）、ふじみの園グラウンドにてふじみの森フェスティバルが開催されました。震災後、初のフェ

スティバル開催に利用者、職員一同心待ちにこの日を迎えました。今年のフェスティバルには初めてご出演頂く

方が多く、力強いよさこいでオープニングを飾ってくださった海神乱舞の皆さま、湯本高校のダンス同好会で結

成された湯本ハワイアンガールズのみなさんによるフラダン

スショー、上遠野婦人会による上遠野小唄など、盛り沢山の

プログラムでした。そしてフェスティバルの目玉でもある志

摩幸子さん、菊池章夫さんのコンサートでは、台風を吹き飛

ばしてしまうような盛り上がりを見せました。 後に待って

いたのは豪華賞品が当たるお楽しみ抽選会。番号が発表され

るたびに一喜一憂する声がグラウンドに響いていました。

　お忙しい中ご来場いただきました来賓の方々、暑い中ボラ

ンティアで協力して下さった皆様や地域の皆様及び協賛頂き

ました方々にこの場をお借りしまして厚く御礼申し上げま

す。

ふじみの園第21回 ふじみの森フェスティバル
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　９月17日 (月)、猪苗代方面へ日帰り旅行に出かけました。出発日が近づくにつれてしおさい内では旅行の話

題で持ちきりでした。当日は天候にも恵まれ旅行日和と

なりました。車内では皆、笑顔で風景を眺め、会話を楽

しんだりおやつを食べるなどして、自然と旅行気分が盛

り上がりました。 初の目的地のハーブ園では、満開の

コスモスが私たちを迎えてくれました。秋の雰囲気を満

喫した後は、楽しみしていたラーメンバイキングの昼食

を味わいました。ラーメンの他にもこづゆやまんじゅう

の天ぷらなど地元の料理も並び、ボリュームたっぷりの

食事で大満足でした。猪苗代湖の遊覧船では、雄大な磐

梯山の迫力に驚いていました。たくさんの思い出ができ、

心に残る楽しい旅行になりました。

　９月19日 (水) に日帰り旅行へ行ってきました。高齢の方の

旅行の為、体に負担なく行ける距離という事で、近場のレスト

ラン｢みつほ｣へ行きました。みつほさんからも送迎のご協力を

頂きレストランに着くと、いつもと違った雰囲気に緊張した様

子も見られました。刺身や肉料理等、きれいに盛り付けられた

料理が運ばれてくると皆さんに笑顔が見られ、沢山の料理をど

れから食べようかと迷いながら箸を進めていました。また、来

年も元気でおいしいものを食べに行けるように、皆で健康に気

をつけていきたいと思います。

旅　　行　　　　しおさい

日帰り旅行　　　　やしおみ荘

東京ディズニーリゾート　ディズニーシーへの旅　　　　虹のかけはし

　９月17日 （月）、虹のかけはし一行は、東京ディズニーシーへ夢の旅をして来ました。

夢の国へ旅立つ前、「（キャラクターの）スティッチはいるかな？」「何の乗り物に乗

る？」等と、虹のかけはし内では、旅行の話題で持ち切りでした。

　当日車内では、ビンゴゲームやカラ

オケにと、大盛り上がりであっという

間に夢の国へと到着しました。各グ

ループに分かれて、新アトラクション、

トイストーリーマニアを堪能した方や

ゴンドラに乗り橋の下で願い事をした

方等、夢の国での時間を思い思いに過ごしました。中にはディズ

ニーマジックで、苦手な絶叫系のアトラクションに乗った方もお

り利用者の心からの笑顔や恐怖等、普段とは異なる別な顔を引き

出してくれる素敵なディズニーに童心に返って、心から楽しむ事

が出来ました。冒険の途中には、可愛いキャラクターと遭遇する事もあり、初めはキャラクターとの触れ合いに

躊躇する利用者も、キャラクターの優しさに触れ、写真を撮って素敵な思い出の一コマとなりました。

　夢の国での時間はあっという間に過ぎてしまいましたが、夢の国で貰ったパワーで心が満たされ、明日からま

た仕事を頑張ろう、そして毎日を心から楽しもう、そう思えた素敵な夢の旅となりました。
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日帰り旅行in那須りんどう湖ファミリー牧場　　　　天真庵

　９月21日（金）日帰り旅行に行ってきました。当日は、あいにく

の曇り空…。

　そんな中でもバスの中では、それぞれに会話を弾ませたり、ビデ

オに熱中する利用者達が元気いっぱいに過ごしていました。りんど

う湖ファミリー牧場に到着した時には、残念ながら大雨となってし

まいました。

　初めてのハンカチ染め体験を、みんな興味深々で行いました。思

い思いの素敵なハンカチが出来上がり、お土産に持ち帰りました。

その後は、自由にお土産を買ったり、定番のソフトクリームや牛乳

を飲んだりと楽しく過ごしました。

　お昼は、ステーキと花かご膳。ほっぺたが落ちそうなくらいのみ

んなの笑顔が見られました。

　一日あいにくの天気でしたが、楽しい時間が過ごせた日帰り旅行でした。

ハートフル・イン・やしおみ　　　やしおみ荘

　７月23日（月）、やしおみ荘にてハートフルインやしお

みが開催されました。

　天候にも恵まれ、利用者の皆さんと向かい合いながら元

気良く挨拶をし、その後、施設内を見学して頂き、利用者

と話しをして交流を図りました。利用者の皆さんは毎年子

ども達が遊びに来てくれるのを待ち望んでおり、自作の折

り紙やぞうりをプレゼントする方もいました。その後は施

設長の福祉講話を聞き、地域施設の見学へ。ちゃーむでは

利用者の子ども達と一緒に、折り紙で作った魚釣りを楽し

みながら交流を図り、その後は虹のかけはしでシューク

リーム作りを体験し、クリームを詰め、粉砂糖をふり、形

になるにつれ自然と笑顔も見られました。参加した小学生

も、利用者の日常の過ごし方や働いている姿を見て、障がいを持つ方との差別の無い接し方を学んだようでした。

　ハートフルインやしおみを実施するにあたって協力を頂いた関係者の方々、この場をお借りしまして、ありが

とうございました。

いわき踊り　　　虹のかけはし・しおさい・天真庵・レジデンスなこそ

　７月28日(土)、虹のかけはし、天真庵、しおさい、レジデンスなこその利用

者、職員あわせて40名がいわき踊り勿来大会に参加してきました。踊り開始の

直前まで雨が降り続けていたため高まっていた気持ちに若干の水を差された感

がありました。しかし、現地に到着した頃にはそんな雨もすっかり止み、無事

に踊りを披露することが出来ました。これだけの人数が一同に会することは一

年の中でもほとんど無く、それだけに踊りを通して全体が一つになれたことは

嬉しい限りです。一人ひとりが見せてくれた元気いっぱいの踊りをまた来年も

ぜひ見たいものです。
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　７月10日(火)、今年も待ちに待ったフレンド

リーシップｉｎふじみが開催されました。

　大倉保育園の園児が来園すると、利用者は大

きな拍手で歓迎していました。

　開会式後は園児による歌の出し物がありまし

た。元気に歌う姿に、音楽に合わせ体を揺らし

手拍子をする方、笑みを浮かべる方など多く見

られました。

　その後は福祉レクリエーションの講師をお招きして園児と手遊びやゲームや、おり

がみ、魚釣りゲームを一緒に行いました。利用者が園児に教える場面もありましたが、

おりがみの時間には園児が先生となって利用者に教えていました。

　園児に「かわいいね」など積極的に話し掛ける姿や、少し遠くで園児の様子をうか

がう姿など関り方は様々でしたが、みなさん終始笑顔で過ごされていました。

　 後には園児が描いたポスターや花束のプレゼントがあり、園児が帰る際は、バス

が見えなくなるまで手を振り、「また来てね～」と別れを惜しんでいました。

フレンドリーシップinふじみ
ふじみの園

　７月27日（金）、ホテルアクセスにて、利

用者、保護者、及び職員の合計35名が集い、

合同懇談会が開かれました。

　理事長、職員の挨拶の後、保護者代表米野

様の音頭で「乾杯」の声が会場に響き渡り、

宴会が始まりました。

　宴会のなかでは、利用者一人ひとりに主役

になっていただき、順番に自己紹介、日頃の

仕事への取り組み、気持ちなどをお話いただ

きました。また、美味しい料理をたくさん味わい、皆満足気でした。

　クライマックスはカラオケ大会。利用者みんなの希望通り、たっぷりと時間を取っ

てのカラオケ大会となりました。皆さん思いおもいに得意な分野の歌を披露し、時に

はバックダンサーも登場し、大賑わいの会となりました。

　 後は恒例、理事長の音頭による「頑張ろう！」三唱で締めくくられました。

　次の合同クリスマス忘年会まで、またみんなでお仕事頑張りましょう。

保護者との懇談会
虹のかけはし・しおさい・天真庵
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　８月21日(火)、夏休み恒例のカレー作り

を行いました。

　「おはようございます!!」とどことなく

いつもより元気な来所で、早速エプロンに

着替え準備万端です。

　野菜の皮をむいたり、切ったり、炒めた

り。上手に皮が剥けると「できたよー」と

満面の笑みで教えてくれました。中には念

入りに剥きすぎて小さくなってしまった

野菜も…それでもみんなで力を合わせて

作り上げました。

　待ち時間にはスイカわり大会!!目隠しされてドキドキです。順番を待っているお友

達に誘導され一人ひとり叩いていきました。 後は見事に亀裂が入り割れました。

　みんなで作ったカレーにスイカ。あっという間に完食です。「おかわり!!」の声も

早かったです。夏休みの良い思い出の一つになりました。

カレー作り
　　　　　　　　　　　　　ちゃーむ

　９月28日(金)、レジデンスなこそにて総合防災訓練を実施しました。訓練の一環と

して、勿来消防署職員の指導によるＡＥＤの実技講習会も受講しました。

　まず始めに行なった水消火器での消火訓練では、ほとんどの利用者が意欲的に取り

組み、消防署員の説明を真剣に聞い

ていましたが、ＡＥＤの実技では、

手順が複雑な為か、尻込みする方が

多くいました。そんな中、職員の励

ましで、数名の方が実施しましたが、

皆一様に「難しい」「恥ずかしい」

との感想で、実技の大変さを感じま

した。

　今回の訓練では、多くの体験を通

し、災害時の適切な対応の必要性、

命を守ることの大切さを改めて考え

る機会となりました。

ＡＥＤ講習会
グループーホーム・ケアホーム
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　いつも車で通う通勤の道。気が付けば

田んぼの稲は黄金色に輝き、コスモスの

花は色鮮やかに咲き、空の色も青く澄み

渡っていました。秋の訪れを知らせると

共に、毎日の通勤の道々に彩を添えてく

れていました。こんなにも心穏やかにさ

せてくれる色に囲まれていたなんて…

もっと早く気が付けばよかったな。

　秋の清々しい空気を思いっきり吸い込

み、沢山の色に心を染められ、いつもの

通勤の道。今日も車を走らせています。

編
集 後 記

  ９月　佐藤理容所 様

10月

◎一泊旅行

◎ 市民総ぐるみ運動

◎ウォーキング

11月

◎ やしおみ荘へ行

こう

◎龍神峡祭り

12月

◎クリスマス会

◎冬季一時帰省

◎未帰省者食事会

10月

◎クロリティ大会

◎未帰省者外出

11月

◎ 遠距離中継送水訓練

◎ 健康ウォーキング

12月

◎クリスマス会

虹のかけはし

10月

◎植田歩行者天国

◎中央台公民館祭り

11月

◎ボウリング大会

◎龍神峡祭り

12月

◎ 合同クリスマス

忘年会 （保護者

との懇談会）

10月

◎植田歩行者天国

12月

◎ 合同クリスマス

忘年会 （保護者

との懇談会）

11月

◎ 一泊旅行

12月

◎クリスマス会

10月

◎芋煮会

◎ハロウィン

12月

◎クリスマス会

10月

◎植田歩行者天国

12月

◎ 合同クリスマス

忘年会 （保護者

との懇談会）

これからこれからの 予予予予予定定

やしおみ荘

児童デイサービスちゃーむ

寄付を頂いた方

　９月20日（木）～ 21日（金）、静岡県浜松市で、全国救護施設研究協議大会が開催されました。全国か

ら530名ほどが参加し、「拡大する救護施設機能と期待に応えるために」をテーマに全体会、分科会が行わ

れました。全体会では、行政報告、講演等の中で、生活保護の現状、救護施設が果たすべき役割、職員に

求められる視点についての話がありました。分科会では、分科会ごとのテーマに沿って、代表施設から取

り組んできた内容、経過報告がありました。また、グループ討議の時間も設けられており、大変有意義な

時間を過ごす事ができました。ニュース等でも生活保護について取り上げられる事が多くなってきた昨今。

救護施設のあり方について改めて考える機会となりました。

　大会開会式では、永年勤続功労者表彰があり、全国から113名が表彰を受けました。やしおみ荘からも

職員１名が表彰されました。長年の功労を祝う気持ちと共に福祉に対する思いの深さを感じることが出来

ました。

　この大会で学んだ事、考えた事をいつまでも忘れることなく、これからも励んで行きたいと思います。

全国救護施設研究協議大会
やしおみ荘

ふじみの園

ケアホーム・グループホーム

天真庵

ワークセンターしおさい
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