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昨年度は、法人設立 10 年を経て、多様な福祉サービ

スによって利用者が地域で自立した日常生活が営める

ことができるようきめ細やかな支援をしていく方針を立て

実施してきました。組織全体として、日々の支援の積み

重ねによる支援技術の向上、職員研修の充実による専

門性の確立、また、各事業間での連携により、様々な課

題はありますが、概ね安定した事業を展開しているので

はないかと実感しています。 

今後も安心・安全な事業運営を基本にきめ細やかな

サービスの提供を徹底していきます。 

 平成 28 年度は、社会福祉制度改革に向けた準備を行

い、定款及び定款細則の変更を実施しました。平成 29

年 4 月 1 日より、新しい法人体制で事業を運営し、6 月に

は定時評議員会が開催されます。 

 平成 29 年度は、社会福祉法人の責務である地域福祉の貢献について、更に検討してい

きたいと考えています。 

 

 

平成 29 年 4 月 12 日に、富士見町公民館にて、群馬県看護協会訪問看

護ステーション高崎の作業療法士である勝野恵先生による法人職員研修

が行われました。 

研修内容としては『感覚』を中心とした基礎的な部分の内容を、運動や動

作との関係性など踏まえてスクリーンを使用してわかりやすく説明して頂き

ました。また、隣同士二人一組でペアになって指先や手を合わせたりするこ

とによって、実践的に触覚について学ぶことができました。最後には、指先

を使った作業活動や道具・環境面の工夫についても詳しく紹介して頂き、今

後の現場の日中活動や作業において大変活用できる内容の研修でした。 

 今回研修で学んだことを、職員同士で共有していき、実際の現場での支援で活かしていけるように、日々取り 

組んでいきたいと思います。（研修担当委員 申） 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  あかぎの響通信 
                                               ＮＯ．ＮＯ．ＮＯ．ＮＯ．２７２７２７２７    

障害福祉サービス事業所障害福祉サービス事業所障害福祉サービス事業所障害福祉サービス事業所    なかまなかまなかまなかま                                                                                                                    

放課後等デイサービス事業所放課後等デイサービス事業所放課後等デイサービス事業所放課後等デイサービス事業所    つゆ草クラブつゆ草クラブつゆ草クラブつゆ草クラブ                                                                                            

放課後等デイサービス事業所放課後等デイサービス事業所放課後等デイサービス事業所放課後等デイサービス事業所    第２第２第２第２つゆ草クラブつゆ草クラブつゆ草クラブつゆ草クラブ    

サービスサービスサービスサービススススステーションテーションテーションテーション    つゆくさつゆくさつゆくさつゆくさ     

ヘルパーステーションヘルパーステーションヘルパーステーションヘルパーステーション    つゆくさつゆくさつゆくさつゆくさ  

共同生活援助事業所共同生活援助事業所共同生活援助事業所共同生活援助事業所    ふれんどハウスふれんどハウスふれんどハウスふれんどハウス 

障害障害障害障害福祉サービス事業所福祉サービス事業所福祉サービス事業所福祉サービス事業所    すずしろすずしろすずしろすずしろ        

あかぎ相談支援事業あかぎ相談支援事業あかぎ相談支援事業あかぎ相談支援事業所所所所                   

平成 29 年 6 月 
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〒３７１‐０１１５  群馬県前橋市富士見町小沢１１７－６    

TEL：０２７－２８８－１８６７  FAX：０２７－２８８－１９６７    

e-mail ： akagi-no-hibiki@forest.ocn.ne.jp    

HP ： http://ak-no-hibiki.sakura.ne.jp/ 

給食給食給食給食    

本年度も「なかま」「すずしろ」の昼食を提供さ

せて頂きます。 

安心安全を第一に、利用者さんの「美味しい」

の笑顔を思いつつ、スタッフ一同頑張ります。 

平成平成平成平成 29292929 年度年度年度年度    あかぎの響あかぎの響あかぎの響あかぎの響    職員紹介職員紹介職員紹介職員紹介    

平成平成平成平成29292929年度年度年度年度    第第第第1111回回回回    法人職員研修法人職員研修法人職員研修法人職員研修    
（（（（講師：勝野恵講師：勝野恵講師：勝野恵講師：勝野恵先生先生先生先生）））） 

 

ベーカリ－班は利用者11名、職員5名で、みんなで美味

しいパンを作っています。仕事のやりがいを感じられる職

場にしたいと日々頑張っています。 

就労継続支援 B 型事業のファーム班は、ホチ

キスの針詰め、アルミ缶つぶし、農業など様々

な作業に取り組んでいます。 

4 月より新たな職員体制で、13 名の利用者さ

んそれぞれの特性を活かせる環境づくりを考

え、作業能力を高めるような支援を日々心がけ

ています。    

 

 

生活介護事業のエコ班は、午前中に散歩や機能訓練を

通して楽しく体を動かし、午後は気持ちを切り替え、軽作

業に取り組んでいます。 

今年もメリハリを持って活動に取り組み、社会性が身に

付くように職員一同、支援していきます。 

 

 

生活介護事業のスマイル班は、この春から新

しく女性利用者さんが１名増え、男性６名、女性

２名、合計８名で活動しています。  

今年度も、理学療法士のアドバイスを取り入

れた個別体操や、月に一度の音楽療法を含

め、様々な体験を通して、社会性や想像力を身

につけて頂けるよう、日々活動を行っています。

利用者さん一人一人の個性を生かし、持ってい

る力を最大限に引き出せるような環境作りや、

コミュニケーションを大切に支援していきます。 

 

青木 
（サービス管理 

責任者） 

 

小池たく 

（管理者代行） 

新年度に当たって新年度に当たって新年度に当たって新年度に当たって    

新井て 

（運転士） 

 

平戸 

（看護師） 

安全運転に 

気を付けて、 

送迎します。 

就労継続支援 B 型事業 ベーカリー班ベーカリー班ベーカリー班ベーカリー班    

 

生活介護事業 エコ班エコ班エコ班エコ班    

 

生活介護事業 スマイル班スマイル班スマイル班スマイル班    

 

就労継続支援 B 型事業 ファーム班ファーム班ファーム班ファーム班    

 

新井は・角田ひ・五十嵐・高橋ゆ・野村 

佐久山・矢崎・丑木・小林え・羽鳥 

木暮・荒井・佐藤・高橋や 

本多・金井ひ・金井み・松下 

上段：山口み・小野・角田み・坂木 下段：近野・川又 



第 2 つゆ草クラブは、 

開所してから 7 年目を 

迎え中学生の利用が 

増え、成長に合わせた 

支援を心掛けています。 

個別体操、戸外散歩、 

季節ごとの製作などの 

活動を通して、小さな 

「できた！」を積み重ね、楽しく笑顔で過ごせる環境を

作り、職員一同全力で支援していきます。 
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居宅介護支援事業・行動援護事業・重度訪問介護事業・移動支援事業 

 つゆ草クラブは高校 3

年生 5 名が卒業し、小

学 1 年生 2 名が新たに

加わり子ども達の年齢

層が下がりました。 

利用されている子ど

も達が元気で活発な活

動ができるよう、支援し

ていきます。 

 

 

 

松下明子 すずしろ→なかま 

金谷祐真 ヘルパーステーション→すずしろ 

熊谷  茂 つゆ草クラブ→第 2 つゆ草クラブ 

近野靖洋 第 2 つゆ草クラブ→なかま 

小池高志 つゆ草クラブ→サービスステーション 

平戸 藍 つゆ草クラブ→なかま 

 

＜異動＞ 

小池拓哉 サービスステーション→なかま 

額田 裕 なかま→サービスステーション 

古屋智史 すずしろ→ヘルパーステーション 

角田 裕 ヘルパーステーション→すずしろ 

富澤 宏樹 なかま→つゆ草クラブ 

 

＜退職者＞ 

つゆ草クラブ 松澤 文江 

＜新任者＞ 

すずしろ 堤 衣里 

 

新任・新任・新任・新任・退職退職退職退職・異動・異動・異動・異動    

職員紹介職員紹介職員紹介職員紹介    

 

新体制になりましたが、利用者さんの安定した生活や余暇活動の充実に向けて、

きめ細かいサービス提供が出来るよう、より一層努力して参ります。 

 

ふれんどハウスは開

所して 4 年が経過して、

メンバー5 名で生活をし

ています。 

ホームでは、家庭的な

環境をベースに、メンバ

ーが安心して、自立に向

けた生活を続ける事が

出来るように支援をして

いきます。 

あかぎ相談支援事業所は、今年で 5 年目を迎えました。 

仕事の内容は、前橋市の委託相談業務、福祉等サービスの利用

のアドバイスや福祉サービスの利用につなげるサービス等利用計

画の作成を行っています。 

色々な相談に応じますので、いつでも事業所までお越しください。

お待ちしております。 

 

平成 29 年度のサービ

スステーションつゆくさ

は、職員の人事異動によ

り、新たな体制でのスタ

ートとなりました。 

緊急時の一時預かり

のご家族支援からご本

人の生活支援に至るま

で、利用をされる方々に

寄り添えるように、職員

一同、努めて参ります。 

 

 

 

 

一生懸命 事務を頑張ります。 

すずしろは、お蔭様で 3 年目を迎え、新しい利用者

さんが 1 名入り、17 名でスタートしています。 

今年度も、より一層職員同士のチームワークを大

切にしていき、利用者さんの笑顔がたくさんあふれる

充実した日中活動になるように、スタッフ一同支援に

取り組んで行きます。 

 

○新しい評議員が選任されましたので、ご紹介致します。 

狩野恭三 須田正夫  東海林洋之 黒田豊  船津常子 樺澤壽美子 

前川知三 樺澤由紀子 横室八重子 樺澤元治 木村隆彦 

評議員の紹介評議員の紹介評議員の紹介評議員の紹介    

【編集後記】 

 編集委員として初めての「あかぎの響通信」編集作業でしたが、無事発行ま

で至る事ができ安堵しています。 

暑さ厳しい季節に入ってくるので、小まめな休息と水分補給をして、熱中症

にならないよう、体調に気をつけて過ごしましょう。（奥原） 

生活介護事業 

放課後等デイサービス事業 

共同生活援助事業 日中一時支援事業 
(サービスステーション型) 

特定相談支援事業 

障害児相談支援事業 

前橋市委託相談支援事業 

山口と・穂刈 阿久澤・金井と・岩崎 

古屋・関根 

上段：富澤・下田ゆ・関口・戸塚 

下段：石川・酒井も・星野 

 

上段：宮崎・熊谷・角田ち・小林さ・涌澤 

下段：須田・岡本･平石･松村 

多加谷・申・小林し 小池た・額田・柴田 

上段：下田あ・関谷・松本・奥原・岡田･金谷 

下段：渡邉・堤・角田よ・狩野・栁澤 
角田ゆ 


