
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～新 年 度 のあいさつ～ 

平成２５年度は４月から２つの事業を立ち上げることができました。まず、第

２つゆ草クラブに隣接して、４月２日ケアホーム「ふれんどハウス」を開所する

ことが出来、５名の利用者さんが両親から離れての共同生活が始まりました。 

関係者が心配する中、利用者さんが仕事を終え職場より帰宅して「ふれんどハウ

ス」でくつろぐ姿にまずは安心しました。今後も職員一同さらに細心の注意を払

って支援に望みます。 

 また、「サービスステーションつゆくさ」の南側に増築して「あかぎ相談支援事

業所」と「前橋市委託障害者相談支援事業所あかぎ」を、４月１日より阿久澤所長他３名のスタッフで開業致しまし

た。前橋北部の相談事業所の役目と責任を果たすべく活動して、関係者の期待に応えなければ成りません。皆様のご

利用をお願い致します。 

 今後、当法人は２年後の施設開所計画に向けてご希望される皆様の付託に答えるべく準備を国、前橋市、関係する

機関と協議をすすめてまいる所存です。皆様のご支援を賜りますようよろしくお願い致します。 

理事長 下田健次 

 

～あかぎ相 談 支 援 事 業 所 が開 所 しました～ 

平成２５年４月１日に前橋市の委託を受けて「前橋市委託障害者相談支援事業所あか

ぎ」「あかぎ相談支援事業所」を開所しました。「総合福祉法」「児童福祉法」に沿い関係

市町村、障害福祉サービス事業者等及び福祉サービス等と連携を図り総合的なサービ

スの提供を行います。具体的には、①障がい児・者（保護者）の方の相談を受けています

（基本相談支援）②サービス等利用計画作成とモニタリングの実施（特定相談支援・障害

児相談支援）を行っています。 

家庭と障害福祉サービス事業者や福祉サービス、公的機関、学校、相談支援事業所

が連携する。そのことにより利用者の方の生活がより質の高い方向になればと思います。

色々な面で遠慮なく気軽に相談支援事業所をご利用ください。 

あかぎ相談支援事業所 阿久澤 

 

   

 

～ふれんどハウスが開 所 しました～ 

皆様のお陰をもちまして、平成２５年４月１日に共同生活介護事業所（ケアホーム）「ふ

れんどハウス」は５名のメンバーさんをお迎えして、開所することができ、早２ヶ月が経ち

ました。はじめは、利用される方が不安や緊張で夜寝てくださるのだろうか、食事もしっ

かりと食べてくださるのだろうかと、とても心配でしたが、順調にスタートすることができま

した。まだ平均年齢２０代の若いメンバーさん達ですが、これも今までの社会経験があっ

たからこそ、環境に順応できる力があるのだろうと逞しく感じております。 

ふれんどハウスでは、特に日課はなく、個々のニーズや生活スタイルに合わせてサー

ビスを提供させていただいております。基本的な生活の支援はもちろんのこと、余暇活

動や趣味の活動も充実し、生き甲斐のある生活が送れるよう、ご家庭や他機関と連携を

密にとり、メンバーさんの生活を総合的にバックアップしていきたいと思います。共同生

活ですから、ルールもあり、家族でない人との生活で、時にわずらわしいこともあると思

いますが、帰って来てホッとできる、家庭的なホームであるよう、スタッフ一同努力してい

きたいと思います。                             ふれんどハウス 古屋 

 〈竣工式の様子〉  

 

 

● 人 事 異 動 ●     下記の通り人事異動をお知らせいたします。 

・狩野 佐千江  スマイルなかま → あかぎ相談支援事業所 

・古屋 智史   ヘルパーステーションつゆくさ → ふれんどハウス 

・小池 拓哉   なかま→サービスステーションつゆくさ 

・山口 智紀   サービスステーションつゆくさ → 第２つゆ草クラブ 

・下田 ちひろ  第２つゆ草クラブ → 法人本部   

・青木 亮    なかま → ヘルパーステーションつゆくさ 

・富澤 宏樹   第２つゆ草クラブ → なかま 

・下田 由香里  つゆ草クラブ → ヘルパーステーションつゆくさ    今年度も 

・渡邉 麻衣子  第２つゆ草クラブ → なかま               宜しくお願い致します。 

・福本 正志   サービスステーションつゆくさ → つゆ草クラブ 

・吉江 真理子  つゆ草クラブ → 第２つゆ草クラブ 

 

● 新 入 職 員 ● 

・阿久澤 隆  あかぎ相談支援事業所  ・金井 俊樹  ふれんどハウス 

・青山 恭勇  あかぎ相談支援事業所  ・角田 美和  なかま 

・本多 光太郎 あかぎ相談支援事業所  ・高橋 康代  なかま 

・小田部 一功 第２つゆ草クラブ    ・柳井 和子  なかま 

・柴田 琴美  つゆ草クラブ      ・戸丸 克美  なかま 

・角田 裕   なかま         ・五十嵐 和美 なかま 

・関根 隆幸  つゆ草クラブ      ・多賀谷 芳子 ふれんどハウス 

・龍野 美野里 第２つゆ草クラブ    ・新井 輝雄  つゆ草クラブ 

 

 

 

 

  あかぎの響通信 
                                     ＮＯ．１９ 

障害福祉サービス事業所 なかま                 平成２５年６月 

つゆ草クラブ    

第２つゆ草クラブ  

サービスステーションつゆくさ  

ヘルパーステーションつゆくさ  

ふれんどハウス  

あかぎ相談支援事業 

                     

発行：社会福祉法人  あかぎの響 
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e-mail ： akagi-no-hibiki@a-hibiki-a06.lunch-box.jp 

     HP ：  http://www.a-hibiki-a06.lunch-box.jp/ 

●退職● 

・阿久澤 麻美 

・角田 葉子 

・申 浩子 

・関口 瑛裕 

お疲れさまでした。 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

『施設長』栁井                 『法人本部』 

                   左から：『事務長』角田・下田（ち）  

 

 

 

 

 

 

 

 

『ベーカリー班』                  『ファーム班』 

  左から：額田・矢代・丑木・羽鳥・小林（え）     左から：金井・富澤・渡邉 

 

 

 

 

 

 

 

 

『エコ班』                  『スマイル班』                      

左から：坂木・角田（ゆ）・佐藤・角田（み）    左から：高橋・申・狩野（は）・武内・柳井 

 

 

 

 

 

  

  

 

『給食』                    『運転手・エコ班』 小林（ま） 

   左から：野村・高橋・戸丸・五十嵐          

 

 

 

 

 

 

 

 

『つゆ草クラブ』                           『第２つゆ草クラブ』 

左上から：関根・酒井・福本・新井                   左上から：山口（と）・小田部・岡田 

柴田・品川・『所長』石関                             涌澤・岡本・龍野・吉江 

 

『サービスステーション つゆくさ』    

左から：山口（み）・小池・峯岸      

 

 

 

 

 

 

 

『ヘルパーステーション つゆくさ』               『ふれんどハウス』 

左から：宮前・青木・下田（ゆ）                  左から：金井・古屋・多加谷 

 

 

 

 

『あかぎ相談支援事業所』 

左から：青山・本多・狩野（さ）・阿久澤 

 

 

～ご寄付ありがとうございました～ 

南橘ボランティアの会 代表・戸丸千香子様、（株）たむらや様、岩下食品（株）様 

渡邉次郎様、常盤富美雄様、羽鳥宏一様、大滝章男様、谷口進様 

田島区長 須田徹夫様、前橋市富士見赤十字奉仕団様 

 

渡邉次郎様                           額田寿美枝様 

いつも綺麗なお花を                             いつも素敵な演奏を 

ありがとうございます                            ありがとうございます 

 

～編集後記～   今年度からあかぎの響通信に携わることになり、新年度の慌ただしさの中、皆様の協力のもと無事

発行することができほっとしています。あかぎの響では、「ふれんどハウス」「あかぎ相談支援事業所」が開所し、様々な

年代に合わせた幅広いサービスを提供できるようになりました。より一層、利用されている方々に寄り添い、笑顔あふれ

る場所となるよう努めていきたいと思っています。     編集委員 山口 

つゆくさ事業 

なかま事業 

くおーる事業 

相談支援事業 
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