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季節に合わせて楽しめる
行事を行いました。新型コ
ロナウイルス感染症の影
響により、外に出る機会も

少ない日々ですが、施設の中で楽
しめるイベントを利用者の皆さん
と職員が一緒に楽しみました。

行 事

夏のお楽しみ会夏のお楽しみ会夏のお楽しみ会
七夕飾り春のお楽しみ会春のお楽しみ会春のお楽しみ会

桜ドライブ

みずほオリンピック
秋のお楽しみ会秋のお楽しみ会秋のお楽しみ会 冬のお楽しみ会冬のお楽しみ会冬のお楽しみ会

クリスマス会
厨房にサンタがやってきた！

　謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
　昨年は、新型コロナウイルス感染の拡大と、行動制限
やワクチン接種の進展による感染抑制、そして新たな変
異株の出現による感染再拡大と、感染症と向き合い続
けた一年でした。
　そのような中、７月から９月に開催された東京オリン
ピック・パラリンピックでの各国の選手や大リーグで大
活躍した大谷翔平選手から多くの方が勇気と感動を
貰ったと思います。
　当施設では、行事・イベント等の中止や規模縮小をし
ましたが、テイクアウト外出等、今までと違った方法でご
利用者に楽しんで頂ける企画も行いました。
　また、感染防止に最も有効と言われるワクチン接種

を、施設入所者、グループホーム入居者、施設職員全て
に行いました。
　しかしながら、年末から再拡大した変異株のオミクロ
ン株の影響で、当施設においても１名の感染者を出して
しまいました。ご利用者の皆様には誠に申し訳ありませ
んでした。引き続き感染防止対策には万全を期してまい
ります。
　課題となっている能生地域でのグループホームについ
ては、空き家改修から新設する方法へ変更となり、令和４
年度の補助金申請、５年度の建設を予定しております。
　また、当施設におきましても、他施設同様、職員の確
保と施設入所者の高齢化・重度化も大きな課題となっ
ております。
　これからも施設の使命を自覚し、地域はもちろん、ご
利用者や保護者の皆さまの期待に応えられるよう、職
員一同尽力して参ります。
　新型コロナウイルスの早期終息と、皆様方の益々のご
健勝とご多幸をお祈り申し上げ、ご挨拶とさせていただ
きます。

施 設長あいさつ

社会福祉法人 奴奈川福祉会 常務理事
メモリアルホームみずほ 施設長

大 久 保  岳 生

メモリアルホ ームみず ほメモリアルホ ームみず ほ
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グループホームグループホーム

新型コロナウイルス感染症の影響により、なかなか外食は出来ませんでしたが
美味しいものをお持ち帰りで楽しみました。テイクアウト

外出

4か所のグループホームがあります。朝、世話人の送り出しで就労先や通所
施設などへ出かけ、夕方に帰宅します。どんな日も世話人は美味しい夕食
を用意して待っています。
休日はゆっくりお茶を飲みながらのんびり過ごしています。

スイーツ男子の
お買い物♪かんぱ～い！

初タピオカ記念日

お茶の間タイム まったり中～♪

手打ちそばは格別！

グループホーム TOMO
グループホーム 蓮台寺

グループホーム そら
グループホーム 大和川
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ワークセンターにしうみ センター長

吉 井 人 光

ごあいさつ

日頃より当事業経営にご理解とご協力を賜り心よ
り感謝申し上げます。
ワークセンターにしうみ（障害者就労支援事業所）

は開設してから12年目を迎えます。当時はリーマン
ショックによる景気悪化が地方に浸透する時期で、こ
のような時に障害者を地元企業へ就職させることが
できるのか。又、赤字を出すことなく５つの収益事業
を経営できるのか。何より障害福祉サービス事業も運
営から経営へ転換された時期でもあり、障害を持つ
ご利用者のニーズに応え実績を上げることができる
のか、不安が募り出来ない、やれない理由ばかり考え
ていました。
地元企業とのお付き合いが始まってからは「運営」

と「経営」の違いや意識の高さに気づかされました。
できない理由を積み重ねたら会社は倒産する。経営と

は「人」「物」「金」「情報」により社会の変化に順応す
るよう「知恵」を絞ること。「かまけ話」をしても何も解
決しないと諭されたことをこのような時期だからこそ
よく思い出すようになりました。
今年で戦後77年です。平和は100年続かないという
説があるように、近年、東日本大震災やトンガの海底
火山の大爆発をはじめとする自然災害の猛威や新型
コロナウイルスを含む未知のウイルスに対する脅威な
ど、経済や生活を脅かす不測の事態が世界を混乱さ
せています。又、アナログからデジタル社会は経済を
豊かにした反面、人権への弊害が頻発しています。
昔教わった「福祉は人なり」。どのような時代であっ
ても福祉とは幸福の追求です。人が人を支え皆で幸
せになる新しい共助（福祉の原点）づくりが、この苦境
の中で試されているように思えてしかたありません。
我々、障害者の就労を支援する者として、このよう
な苦境の中でも就職者の輩出や就労定着、工賃向上
は重要な責務です。地元企業も厳しい状況に変わり
ありませんが、お互い助け合える共助の関係を築きな
がら取り組んで行きたいと思います。
今年も引き続きご指導ご鞭撻を賜りますようよろし
くお願い申し上げます。

クリーニング班、給食・弁当班、パン製造班、農耕
班で作業を行っています。皆さん、一人ひとりが
出来ることを一生懸命行い頑張っています。

ワークセンターでは、夏と冬の2回
お楽しみ外出に行ってきました。
日頃の労をねぎらいました。

機械の導入により、真空した食材を熱殺菌
し、レトルト食品として長期保存が可能です。

令和４年2月2日～15日、新潟伊勢丹で上越
ウィークが開催されます。カフェにて翠鶏の
お肉を使った親子丼を提供します。
TeNYの取材を受けました。
新潟一番で放送されます。

ワークセンター
でヤマト福祉財
団様より助成金
贈呈式が行われ
ました。

作業の様子

レトルト事業を始めました

新潟越品に選ばれました

ワークセンターにしうみ製品紹介

クリーニング作業

給食作業

パン作業

農耕・養鶏
作業

行事｜夏の日帰り旅行・忘年会

レトルト製造の様子

レトルト製品に入る具材は一つ
一つ計量を行い、入れていきま
す。こぼさないように気を
付けて集中して行います。

翠鶏生肉 翠鶏メンチカツ炊き込みご飯の素 翠鶏炭火串焼き 翠鶏チーズバーガー甘酒米食パン 米お弁当 パン
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支援センタ ーささゆり支援センタ ー ささゆり

日頃より当事業所の運営にあたり、温かいご支援とご
協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、１月２２日当事業所のご利用者が新型コロナウイ
ルス感染症の陽性と診断され、その後、多くの皆さまに
感染が拡大する事態を招くこととなり、ご利用者、ご家族

をはじめ地域の皆さま、関係機関の皆さまには多大なご
心配とご迷惑をおかけしましたこと、心よりお詫び申し上
げます。

感染判明後は保健所の指導のもと、事業所内の消
毒、更なる感染防止対策を講じながら、順次ご利用をい
ただいております。

今後におきましては、地域の皆さまに安心して福祉
サービスをご利用いただけるよう、職員一丸となって、毎
日の健康管理と感染防止対策の再徹底に努めてまいり
ます。何卒ご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げ
ます。

支援センターささゆり センター長

清 岡 　 誠

ごあいさつ

今年も新型コロナウイルス感染症の影響で対外的な活動や行事の一部は自粛させていただきました。
ただ、コロナ禍においても施設内で取り組むことができる「レクリエーション」や「創作活動」の機会を増
やし、余暇活動の充実に努めました。

支援センターささゆり
唯一のオリジナル商品
の刺し子ふきん作り。

卒業までにた
くさんの体験、
経験を積むた
めに、糸魚川
市役所にお邪
魔しました。

たくさんの封筒から
古切手を切り取る仕
事を体験しました。

今年度より
２ヶ月に１回
放課後等デ
イサービス
をご利用い
ただいている保護者の皆様から参加していただ
き、子育て広場を開催しています。日頃の子育て
の悩みやアイデアなど、話題が盛りだくさんです。

今年度初めて4月と
8月に実施した行事
です。
コロナ禍で外食が
できませんでした。
そのかわりに市内飲

食店から思い思いのランチを出前、テイク
アウト。糸魚川市の経済活動にも貢献でき
たかな⁈

放課後等
デイサービス

自立訓練
生活介護

（生活訓練）

（株）グローウィル様から受
託している機械部品の組み
立て。細かい手作業ですが、
器用にこなしています。

新潟県基板ネット
ワークに加入し、
PC関連機器や小
型家電製品の分
解作業を行ってい
ます。
鉄やアルミ、プラ
スチックなどに分

別しながら、お目当ての基板を取り出し、リ
サイクルに貢献しています。

日頃の活動：生産活動

夏休み、お母さんのお手伝
いとして市内のスーパーで
買い物にチャレンジ！
店内を探して見つけたとき
には、目はキラ☆キラ　
最後はセルフレジに挑戦‼
この夏、また一つ大きく成
長しました。

大きなクリスマス
ツリーにみんな
で飾りつけ♪
大好きな歌や踊
りでクリスマス会
を楽しみました。
みんなで作った
ケーキはとてもお
いしかった！

創作活動「小麦粉
粘土」。小麦粉に
水、食紅、塩を入
れたらよ～くコネ
コネ。世界にたっ
た一つの粘土がで
きあがり‼トース
ターで焼いたら
クッキーみたい？

ささゆり子育て広場おつかいチャレンジ

クリスマス会ツリー飾り付け レクリエーション 市役所訪問

はみ出さない
ように丁寧に！
緊張するな～

今夜は
サンタさんが
来るわ♡
楽しみね♪

よ～く見比べて
どっちが
いいかな～

気分は～
パティシエ♪

行事：テイクアウトランチ
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【寄付・物品・ボランティア】
一般財団法人 横町財団 様　
新保いつ子 様
神谷　貴子 様
糸魚川人権擁護委員協議会 様

【寄付・物品・ボランティア】 【寄付・物品・ボランティア】

心 か ら 感 謝 申し あ げ ま す
令和２年11月1日～令和３年12月31日迄

ボランティア・ご寄付等のお礼

メモリアルホームみずほ

苦情・相談受付窓口について

　当法人では、ご利用者、ご家族からの
苦情を適切に解決し「サービスの質の
向上」を図るため、皆様からのご意見・ご
要望・苦情・相談を受け付けております。
　サービスをご利用いただく中でお気づ
きの点がございましたら遠慮なくお申し
出ください。

皆様から多くのご支援・ご協力を賜り誠にありがとうございます。
皆様のお気持ちに感謝し、今後のより良い運営に活かしてまいります。
ここに広報の紙面をお借りしまして心からお礼申し上げます。

苦情受付担当者

苦情解決責任者

●メモリアルホームみずほ（グループホームＴＯＭＯ）・相談支援センターみずほ
副施設長　川原　克彦 ☎025-552-8100

●ワークセンターにしうみ センター長　吉井　人光 ☎025-553-0002
●支援センターささゆり 　センター長　清岡　　誠 ☎025-552-9571

メモリアルホームみずほ施設長　大久保岳生

全ての苦情に対し改善を図り、
サービスの向上に努めています。

令和２年度
苦情受付状況

●メモリアルホームみずほ
※グループホーム・相談支援センターみずほ含む 1件（職員の接遇）

●ワークセンターにしうみ 2件（生産活動）
●支援センターささゆり 0件

ワー クセンターにしうみワー クセンターにしうみ支援センターささゆり支援センターささゆり

一般財団法人 横町財団 様
マックスバリュ糸魚川店 様
糸魚川ライオンズクラブ 様
林　繁二郎 様
長崎　智潤 様
丸山キヨミ 様
新保いつ子 様
糸魚川人権擁護委員協議会 様

田代建設 様
増村　正紀 様　
上谷インダストリー 様
五十嵐雅子 様
伊藤みよし 様
谷内　典子 様
山田　芳子 様
渡辺美知子 様

公益財団法人真柄福祉財団 様より
グループホーム蓮台寺
浴室改修工事　1,000,000円

公益財団法人ヤマト福祉財団 様より
ワークセンターにしうみ
レトルト調理機及び付属品の購入と
設置に伴う設備工事　2,540,000円

職員募集の
お知らせ

メモリアルホームみずほで
は看護師・支援員（資格の有
無は問いません）を募集して
います。
見学等随時行っています。
お気軽にお問い合わせくだ
さい。

☎025-552-8100
メモリアルホームみずほ

助成金
をいただきました

快適に入浴できるようになりました。 心より感謝申し上げます。

レトルト事業により売上が伸びました。 心より感謝申し上げます。

問合先

奴奈川福祉会 検索

http://nunagawa-fukushikai.com/各事業所の日々の出来事や行事の案内などの情報を見ることができます。

をクリックすると、トップページにある ホームページを
ご覧ください

HP ホームページ

日々の出来事
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