●発行日/平成30年10月21日(金)

+発行者/緑の会 いずみ園
■所在地/千葉県柏市逆井341

いずみ園丁l

〒 277‑0042

●電

話/04‑7176‑8085(代)

●F A X/04‑7176‑8087

Pe‑mall /frontrh)IZumlenJP
訪れる人の希望が叶うよう願って書
かれた玄関の書｡横川学園氏 等肥

上がってきました｡ 場の皆さんのお祝いムードも盛り 少しずつほぐれるのに合せて'来 さつが行われ'山本さんの緊張も 心が込もった笑顔での歓迎のあい 介を終えると､滝本理事長による

を損くと場はいよいよ応高潮へ｡ 超す来賓の方々から'歓迎のl言葉

利用者を第Tに考える職員やボ

入場となりました｡ なが見守る中､少し緊張の様子で 備をしていましたが'この日は皆 前に実習でいずみ閲を体験され準 た山本春香さん.いずみ閲に入る のは松戸特別支援学校を孝男され

き.盛大なスタートとなりましたo 山の地域の方々にお祝いして伯 のデビューとなり'来場された沢 山本さんにとっては社会人として

その接は願付けて頂いた百名を

開会後､新利用者山本さんの紹

新年度応初の行中として､また

会｣が行われました｡ と､平成30年度｢新利用者を迎える

今年度'新しく仲間に加わった

春､打.(っ盛りの暖かな陽気のも

した｡

方もお祝いに駆け付け' ぱい持って'この春入国した山本春香さん｡沢山の たっ 一人の一年生｡本当におっきな可能性をいっ

少しだけ緊張の面持ちで入場する山本
さん(中央)とお母さん(右)
じる素敵な一日になりました｡ んの笑顔が咲きほころび'春を感 ダンスが行われ'会場中にたくさ だからしの歌に合せて'全員で手話

園の先悲たちや職員の皆さんとも

した｡

平成30年4月日(水)10時50分〜

の団結が感じられる時間が過ぎま

盛大な入園式が行われま

エンディングは ｢あなたが好き

これからは'一目も早くいずみ

く過ごしていってください.

冒

入園後半年､すっかりいずみ園の‑員となった山本さんの近況をご案
内します.7月七夕でイケメン!とチヤツカリツーショット(右)08月の恒
例.盆踊りでみんなと一緒に楽しんでま‑す(左)o

エンディングの皆で踊った手話ダンスo来場の皆さ
んも全員で参加して頂きました｡

緑の会ウイズホーム

満5周年

平成3 0年5月1 5日(火)増尾台ウイズホームは5周年を迎えました｡
保護者の元を離れ､期待と不安の入り混じった/Tt‑ムでの生活も､今では慣
れられ､リラックスして過ごされています｡ 5周年を迎え､今年は皆の大好
きな焼肉店でお祝いをしようということになり､ 5月2 0日(日)焼肉店へ
出かけました｡焼肉の他にも唐揚げやスパゲティ一､サラダやデザートな
ど､皆さん､思い思いのものを頬張り､にっこり笑顔の1日でしたo
増尾台ウイズホーム､ 〒277‑0052千斐県拍市増尾台1丁目1 0‑2

2018年(平成30年)10月21日

カにくっついて'バザー‖仙}?付 せんでしたが'先非のおりさん 所できるかどうかもわかりま

でした｡ 始めたとき'息√はまだ小),>小

し比を目指して親たちがt･uig動を

しく川心います｡社会如祉法人成 周年を迎えました小､とても蛸
いずみ糊が開所してI t卜六

卒濫した頃には我が/が入

て行ければとtM心っています｡ ことや'知り打た情報を抗かし

します｡

しけてるよう親の会で勉強した

緑の会

いすみEEl

理事にならせていただいて 一年前から

たり､利川井さんの為にお役に て親御さんの気持ちを代弁し て伯きましたので'傑避SGとし

これからもよろしくお願い

第40号‑2
た報道を何度も聞きましたo 関する硯測史上初のFIL]=録と.占っ たりした台風も数多く､気象に 日本列出に接近したり'上陸し

過ごしやすい日々がtiKく続いて 行邪を楽しめるような穏やかで ますo収穫の時期を迎え'色々な

朝夕は徐々に秋の気配を感じ

ございます｡

平成以後の滋は､醗拝､弘拝で

26用件を迎えられおめでとう

創立二十六周年に辞して

理事ごあいさつ

理事ごあいさつ

鳥海和子

濃造勝蔵

ます｡ く活動したことが思い‖され もあります｡大変ながらも楽し

加しました｡ 鵬をして､数多くのバザ‑に参 品を糾ったりパザ‑の為の準 のお願いに行ったり'手作りの

ーカスを招いて公演したこと

昨咋6月から'理liにならせ

しくお願い致します. と思っています｡今後ともよろ にしけてる様に努力して行きたい も少しでもいずみ園皆様のお役

っていると感じています｡自分 の竹徒さんとの関係がL手くい のことは､スタッフの方々と閑 も糸帖しいと感じていますoそ

柏文化会館にポリジョイサ

くれます｡ も明るくて元気な挨拶を して 後時々満開していますが'現在 たことが印象にあります｡その が明るく.九気よく挨拶してくれ ますoそれは､園の子供達皆さん 爵感じたことが今でも覚えてい たo損初に園に.糾した時に→ は何も分からない弔だらけでし いして4年Rになりますo当初

関内の和やかな小分国気がとて

欲しいと斬っていますo

私もいずみ固さんとお付き合

#k'zuna

を救う｣ 様､日本朋川様などか

L協会様'日本テレビ｢愛は地球 化ハ同貸金会様､1RA様､中山馬

こととなりました｡ 如実所への送迎の催し化を目指す とも難しいことからt R宅から 省の巾での送迎を持続するこ 所中濃は他になく､されど保誠

ます｡

まり､32咋間を超え現在にセり くてほならないものとして始 車椅子のi1+2年たちの活動にな の福祉作業所として開所以来､ 986年)に増尾の地に､他州認可

緑の会 送迎は､昭和61年(1

当時'柵市内の身体障寓者適

これまで純水他念様'千=紫県

私は汀戸川大学お たかの森

左
的 新.さん､榊原 伸二.さん､ ん､森 隆弘さん､後列左から.日

■運転手さんのご紹介

した｡前列左から､止EB 敏晴さ

逆転手さんに照列して頂きま

ださるようになりました｡ 適職.̲;と同じように対応してく の人間関係を構築し'今では介 どですが'時間をかけ利用者と ないという運転手さんがほとん

もありがとうございます｡
安全安心が1爵o本当にいつ

した｡

輪を絶やさぬよう持続してきま ら､助成や補助を頂きながら､車

伊藤雪乃さん､右
いずみ閑に決めました｡ 見学しとても暖かい空気のある 者施設､児哉益護施設'いくつも 探していました｡保育関'降がい

す｡これからよろしくお願い致 楽しいと思えるように頑張りま

これから笑いが絶えず､皆が

また始めこそ福祉は全く知ら

した. す｡長い間ありがとうございま

■嵯峨儀介さん フレッシュな帯を伺いました｡ 春･素敵な二人の芋が到着｡

に学生リーダーという役職に蹴 を目指していました｡学生の時 職し働いています｡元々保育上 専門学校卒業し､いずみ園に就

んなに良いことしてくれている優しい運転手さん方です｡ 涼しいピカビ の車でお迎えに来てくれます｡見えない所でみ 冬の朝は､まだ氷が張る中辛を洗ってくれました｡雷い夏には

に伴い'9月に退職されていま

飯島 隆さんです｡
戸鴨 新Tさんは'任期満/

いします｡ い事だらけですが､宜しくお願

嵯峨俊介さん
です｡ おり'それは笑いを起こすこと なこと 好きなことが一致して と思っており､私の中では得点 で周りを幸せにするのが仕事だ は自分の好きなこと得意なこと

自分はこれを活かせる職場を

っています｡まだまだ分からな 学ぶことが多くとても勉強にな

決めました. ていたいずみ園に就職する事を 設がある叫で'強く印象に残っ 祉の道を選びました｡様々な施 の選択肢がある中､私は障害福

いずみ閲で働いてから､毎日

びました0 ました｡実習や授業で多くを学 がい者施設に対して興味を持ち 訪問し打ち合わせをする中で障 祭に参加する施設への屯話や､ き､様々な経験をしました｡学閥

日論にはなりますが､仕事と

て興味を持ち始めました｡ し､障害者の生活や特性につい す｡そこで私は施設実習を経験 施設実習や保育実習を行いま

保育の道'障害福祉の追両方

■伊藤雪乃さん します｡

取る為に勉強をしていました｡ 学校出身です｡保育士の資格を
保育上の讃格を取る為には､

私は江戸川大学総合福祉専門
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緑の会

く感じていますC も咋齢を巾ねていくのを=仙近地 ねるのと川時に利川井･保〃iYSc 10咋以･LJが経ち､‖分が咋齢を巾

きなくなり､介爪=y保快を).iとした 利川井さんはいずみ榊を利川で

これまでは65歳以卜になった

いすみ国

施設長に伺いました｡ まそんな人を目指す我らが 気は優しくって力持ち｡まん

と秋らしい季節がまいりましたD

私がいずみ榊に就職してから

汚さがだんだんと和らぎ.やっ

です｡ が芸所を利川できるというもの

65歳以卜の肺･ tT=瀕も通いなれた 新化収された放牧倒サービスでは ませんでしたDそれがへ′咋Tr;に サービスを利川しなければなり

ことができましたo でお々?キャラバンを榊仰する のご協力のおかげで'いずみ榊 ですよねo<′回も･: =卜推濫さん

が閲心しましたD

やってきた‑〜

ト｡いずみ園にお寿司屋さんが いずみ降切っての人気イベン

日月̲;におぷ?キャラバン

なかなか外食に行くのは大変

いずみ訂脂U呈E
LL=̲〕千台〕†

お暇い放します｡ 参りたいのでへ′柊ともよろしく

の小柄が出来るように努力して 利川井さんが安心して､)‑たり 州

います｡ 境を怒えることが人心になって いて安心して過こせるような環 なうちに利川井さんのへ′後につ しています｡伽池月のんがお̀九㍍

私も施化成良として､この地域で

きたいと考えていますo i't=刊サービスの検討をしてい 高齢化がT然悠定できますので

また､傑S:lY井の･=州齢化も踊れ化

ん､茶碗sT･;しやデザ‑卜も付い へ故地･選び放出なのはもちろ

ったみたい･ oお TEは食

いずみ榊においても利川瀬の

押ーハ､焔投げ等を作りました｡また さんと.綿に､拙灯づくり､お神 たち大功の協力を頂いて利川井 L装大;:1付川小･:7校の竹徒さん 準=Bに柵巾h化逆井中一7校､芝浦

ボランティアさんと.緒に夏菅 〆}

8日6日 (鎚祭り前日) には､

左/三船富子さん､右/山本真佐子さん

になりました｡その̀つが ｢いず ていたボランティアをするよう

｢泊｣ に出会い､40代で心に留め

T̲さんに出会えたお陰ですD

私は20代でボランティアの

01. 船･: =√さん(写真左)

ティアさんをご紹介します｡ 新たに加わって頂けたボラン

ボランティア続けられたのは

卓･･ ･..‑:‑:･‑i
‑暑い夏を元気に乗り切るぞおI木

偶作==比

所省は

た｡適 的でし

も枇極 ィアに ランテ カもボ は考え た｡関

で し み 閑｣

O山木1=(佐チさん(写L;'ハ右) しょう｡よろしくお願いしますo もおlけいに支え4日って前進しま 合ってtJきていますoこれから ん.Lgに｢人｣の丁が̀小す様に支え

がたいことです｡ アして附いているのです｡あり 等々ですo怖さんにボランティ 会政策の一部を見聞きできる耶 糊に山会えたかo樹を通して社

鴇投げで高得点をねらえつ
bo

的なl･Hli祭りを7 , ‑=]目してくれま

HM初は少し恥ずかしそうだった
お肌りした人 出､半被は本格 始めましたo野沢町会さんから t;従さんたちも'′刈つくと踊り
混ざり(;うように楽しく踊り' 用ポさんもボランティアさんも 後'牛前車一番は盆踊りです｡利 参加してくださいましたD朝礼 沢山のボランティアさんたちが 大関がXい‖にもか わらず､ からジリジリと照りつける1t34の

に飾られました｡ 廊卜にセるまでカラフルに見事 盛りしげようと､作実名'食堂､ 少しでもみんなのお祭り気分を

しませてもらっていますo個性 加したり'週一ですが､私H身楽 が経ちました｡色々な行心に参

朝日7日のl見bViり本務は､朝

いずみ閲へ来てかなりの昨日

にありがとうございますo 行邪になりました｡ご協力木T おかげ様でl･R祭りも毎年の恒例 を楽しみましたC をいろんな味で日にして､縁日 まります｡詐い申'冷たいかき氷 れが終わるとかき氷と縁日が始 ば､お好み焼き'ソーセージoそ ですoみんなが大好きな焼きそ

まで続けられるかな‑
嘩食は､特別お祭りメニユ‑

小;重で糸肺しいボランティア仲

顔で迎えられ1.<気を脆くこと. て､純けられた小を街みると､笑 が流れ'(′や70で光が比えて来 私は毎木曜淡しく通い.また岬 かでH‑;さを有していました｡

我々は̀人では竹きられませ

パワ‑を沢山もらっていますo

に通いたいなと思います｡いつ るうちは闘牛にパワーをもらい で笑顔の絶えないHですo歩け の日｡カラオケはみんな大好き 話会苛々'楽しい部がいっぱい 映両鑑餌､レクリエーション､茄

･=jかなパワフルな閲竹達には､

私が行く木眼にはカラオケ･

いずみ園神輿だ!みんなで担い

チームワーク良く､みんなのお世話

で､ワッシヨィ､ワッショイ

を笑顔でこなしてくれていますD
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今fFもすてきなゲストが
あ(みえ頂けます｡

楽しみにしてください｡
《プロブイIJL,》

ヒアノ､ ‑イオリン､おJ'fi

(こと)をjJき‑で､地U)あるJ:,て繊Wllにトラマ

ティ ノクに:次を糾lく/ンガ‑ソンクライク
にしており､ Jiこい[什代にその取去ノ)を伝え
たいと,ELlっているC

詳細につきましては､ 11月中旬頃にお知らせ致しますo
かったことや' 験して知らな ンティアを経

と思った｡ しないのかな 痛くなつたり

《感 想》

人たちは足が ました｡職員の なってしまい しで足が痛く と立ちっぱな

に感想を聞いてみましたD 子2人です｡今回は5年生の子

朝からずっ

初めてボラ

ンティアが来てくれました｡

小学校6年生と5年生の男の

今印度は小学生の可愛いボラ

夏季ボランティア受け入れ

でフォロILます｡ き添って､独り立ちができるま

でもOK｡

例え初めての方でも職員が付

【未経験の方も大歓迎｡】

職員の前職は様々です｡無類格
現在'いずみ園で働いている

【仕事の内容】

るやりがいのあるお仕事です. 分らしく生きるための支援をす 排胎などの支援)で､その人が臼 要な方への支援｡(移動･食事･

障吉をお持ちの方で支援が必

いずみ園は明るい職場です‑･

はありません!‑･

いずみ園糠員大募集中｡

せんか?

かもしれませんが､そんなこと

施設って暗いイメージがある

介護のお仕事に興味がありま

‑人のためにする仕事で､社会の役にたちませんか｡

I/if Y /kt体
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ホ 卜
l

I山崎<んの体験しポート 風早北部小学校5年山崎裕陽 宿題にしました｡

かったなと思いました｡ 楽しかったことが沢山あって良

小学生ボランティア

すoぜひ気軽にご応募くださいo 勤務時間や職形態も要相談で

ボランティア体験を夏休みの またやってみたいです｡

日押;明電脚
頑所いJt.21画

丑年臼細山卑縛暢
ます｡(Y)

み園にご支援､ご協力をお願い致し

もし､この編集後記を読んでくれ

《編集後記》

を感じました｡ おかしな気候となり､自然の強大さ が連続で来るなど､平成最後の年に P･<去ったと思ったら'今度は台風

とか少なくなっています｡ かなか難しく､採用にまで架かるこ ルか必要になっています｡これかな 非常に難しい状況で上手なアピー ています｡どの職種でも人材確保は ではなく全国的に人手不足となっ み園だけではなく､また介護職だけ 員妻集を掲載されていますが､いず

い致します｡ う方は是非いずみ園に連絡をお願 た万で｢求人の秘訣があるよ｣とい
それでは､引き続き､緑の会いす

今回のいずみ匪タイムTiでも職

記録的な.40越えの猛暑がよう

いずみ園では利用者と共
に作業､外出､移動､食事介

助にご協力頂ける方のご
参加をお待ちしています｡
一度ご体験ください｡
住所:柏市逆井341番地
電話: 04‑7176‑8085(代)

Emall front@lZUrnlenJP
時

間. 9時30分〜15時

