
■施設紹介

● 愛香園
〒696-0102 島根県邑智郡邑南町中野３６００－１
TEL：0855-95-0811  FAX：0855-95-0805
 E-mail：aikouen@ohtv.ne.jp

四ツ葉の里地域支援センター
● 愛香園ホームサポート
● ヘルパーステーション ひまわり
● サポートステーション おりーぶ
〒696-0102 島根県邑智郡邑南町中野3594-21
TEL・FAX：0855-95-3250
 E-mail：yotsubanosato@ohtv.ne.jp 

● くるみ邑美園

● 放課後デイ みんと
● くるみ邑美園児童部

〒696-0102 島根県邑智郡邑南町中野3595-18  
TEL：0855-95-0327  FAX：0855-95-1991
 E-mail：kurumi@ohtv.ne.jp 

社会福祉法人 邑智福祉振興会

Tervetuloa!
（ようこそ）

　第2号　H30.12邑智福祉
しんこうかいだより
邑智福祉
しんこうかいだより

島根県邑智郡邑南町中野 3600-1　TEL 0855-95-0811  FAX 0855-95-0805  E-mail aikouen@ohtv.ne.jp

フィンランド共和国ゴールボールチーム視察団のみなさんと



② 邑智福祉しんこうかいだより

　10月 12日（金）、フィンランド共和国のゴールボールチーム視察団6名の方が四ツ葉の里（緑風
園、石見養護学校、愛香園、くるみ邑美園）を訪問され、愛香園を会場に利用者さんとの交流会が行
われました。
　これは邑南町が、2020年東京で行われるパラリンピックの事前合宿地の誘致を目指しており、そ
の視察のため10月11日～15日の日程で来町の際、この度の交流会が実現しました。
　当日は、緑風園・愛香園・くるみ邑美園の利用者さんが日頃機能訓練の一つとして行っている、
音楽に合わせた健康体操や踊りを披露しました。また、視察団の方にゴールボールについて詳しく
説明していただき、実際にゴールボールに触れさせてもらうなど、参加した皆さんにとって大変貴
重な体験となりました。
　その後、新聞・テレビで「フィンランド共和国ゴールボールチームの事前合宿地が邑南町に決
定！」との報道があり、2020年に再び逢えることになり皆さんで大喜びしました。

フィンランド共和国
ゴールボールチーム視察団との

交流会がありました。

フィンランド共和国
ゴールボールチーム視察団との

交流会がありました。

（福）邑智福祉振興会は
フィンランド共和国ゴールボールチームを

応援しています。



邑智福祉しんこうかいだより ③

　11月 20日（火）愛香園にて、みずほ福祉助成財団様による助成金贈呈式が行われました。この
度は、愛香園の林産作業場で使用している薪割機の購入に対するものですが、旧「富士記念財団」
の時より数えて今回が7回目の助成交付となります。
　午前11時より式が始まり、みずほ福祉助成財団　専務理事　梶田久敬様の挨拶と助成決定通
知書を賜りました。邑南町役場福祉課長　沖様より祝辞をいただいた後、当法人理事長と利用者
さんよりお礼の言葉を申し上げ、式は滞りなく終了しました。
　その後、林産作業場を見学して頂き、現在使用している薪割機やその他設備をご覧いただきま
した。
　今回の助成で新しい薪割機を導入することにより、薪や木炭の生産効率が向上し、地域に住む
多くの方に商品をお届けすることができるようになります。
　助成決定をいただきましたみずほ福祉助成財団様、利用者・職員一同心より感謝申し上げま
す。ありがとうございました。

　愛香園の農林チームでは、木炭と薪を生産・販売しています。原木は町内の提供者から購入し、
それぞれの製品（窯木は90㎝、薪材は37㎝または50㎝）に合わせチェーンソーで切断してい
ます。その後、薪割機で木を割り、利用者さんと一緒に薪詰めや炭焼き作業を行っています。
　近年、原木確保が大変難しい状況です。提供していただける方がいらっしゃいましたら是非ご
連絡をお願いいたします。 （TEL 0855－95－0811 愛香園まで）
　小炭やバーベキュー用の炭、薪も上薪や松薪などを揃え県内外の方々に大変ご好評いただい
ております。今後とも末永くご愛顧のほどよろしくお願いいたします。

助成金贈呈式が行われました

林産作業の紹介林産作業の紹介

・上薪  37 ㎝ １束 300円
・松薪  37 ㎝ １束 300円

・バーベキュー用 10㌔
　　　　　　  2,300円
・小炭  10㌔　  1,850円

薪

木 炭



④ 邑智福祉しんこうかいだより

　10 月 1 日、愛媛県松山市に在る社会福祉法人泰斗福
祉会へ、評議員をはじめ役職員15名で視察研修に行き
ました。
　この度の研修は、入所利用者の高齢化・重度化に対
応できる最新設備や、利用者さんが安心で快適に生活
できる環境について勉強するために実施しました。
　泰斗福祉会の設立は平成 19 年 3 月と比較的新しく、
障害者支援施設「かなさんどう」（平成20年 4月事業開始）、高齢者総合福祉施設「風早の家」（平成24年 3
月事業開始）、その他福祉サービス事業等を展開しています。
　見学の際には、長時間にわたり施設の説明や案内をしていただきました。立地場所は、住宅が立ち並び
周囲は少し窮屈に感じましたが、建物内は廊下幅も広く個室やリビングなどの空間も広くとってありま
した。また21ｍ角の機能訓練室を含めたフロアーもとてもゆったりしており、利用者さんの状況がすべて
見渡せ、緊急対応の面でも安心できると感じました。浴室は身障者・高齢者の方に配慮されたスロープ付
き浴槽や、身体状況に合わせて使用する浴槽機器などを見学させていただきました。
　今回の研修を受け、当法人内施設においても必要な最新設備を含め、利用者さんが安全で快適な暮ら
しが送れるよう、更なる環境改善を目指していきたいと思います。

　1月8日（木）、四ツ葉の里合同防災訓練と防災会議を愛香園
で開催しました。
　防災訓練は地域の方（邑南町役場福祉課長様、茅場自治会長
様、消防団第九分団長様）と四ツ葉の里各施設・学校の代表者
が見守る中、日中の火災を想定した訓練を実施しました。火災
のベルが鳴ると愛香園の職員が初期消火や避難放送・誘導を
素早く行い、利用者さんも真剣に避難されていました。
　その後、地域の方、四ツ葉の里各施設・学校の代表者、防災
委員（緑風園、石見養護学校、愛香園、くるみ邑美園の代表職
員）で防災に関する会議を行いました。主に四ツ葉の里の施設
における災害時の協力体制などを話し合いました。
　これからも、火災がないよう心がけ、災害時には利用者さん
が無事避難できるよう訓練を続けて参ります。
　ご協力をいただいた関係機関・地域の皆様、ありがとうご
ざいました。

合同防災訓練四ツ葉の里　　　　　　実施

法人役職員研修



邑智福祉しんこうかいだより ⑤

　アトラクションでは、「東保育所」桜組さんに
よる可愛い出し物や、出羽神楽団の皆さんに
よる「紅葉狩り」、また利用者さんによるダンス
などを披露しました。

出羽神楽団さん

グラウンド・ゴルフ

みずほ食品さん

利用者の皆さん
生花教室の山田先生

くにびき十鉢会＆くにびき学園OB邑智会の皆さん
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　10月20日（土）、秋晴れの下、愛香祭を開催するこ
とができました！
　今年もバザーや即売、アトラクション、グラウンド・
ゴルフを中心に、地域のボランティアの方々のご協力
を得ながら盛況のうちに終えることができました。大
変ありがとうございました。
　これからも、地域の方々との交流を深めていきたい
と思っていますので、よろしくお願いします。

愛 香 祭愛 香 祭愛香園
障がい者支援施設

愛香園
障がい者支援施設



⑥ 邑智福祉しんこうかいだより

　10月 27日（土）親子ふれあいの日として、利用者さん・家族の皆様・職員の親睦を深め
る事を目的とした、恒例のイベントを行いました。
　今年は 「ミニミニ運動会」 と題して、皆さんで一緒に汗をながしました。
　運動の後は美味しい食事を楽しみました。バザーでは地域の皆様にご協力いただき、今
年も盛会のうちに終わることができました。ありがとうございました。

　みんとが行っている放課後等デイサービスは、6 歳～ 18 歳までの障がいのあるお子さ
んや発達に特性のあるお子さんが、放課後や夏休みなどの長期休暇に利用できる福祉サー
ビスで、個別療育や集団活動を通して、家と学校以外の居場所やお友だちをつくることが
できます。
　余暇活動では自主性を重んじ、能力を高めるための個別の活動を積極的に取り入れてい
ます。
　これからも学校やご家族と情報の共有を行い、みんなで子ども達を支え、多くのことを
学んでいけるよう取り組んでまいります。

くるみ邑美園  くるみ邑美園児童部

放課後デイみんと

白熱した
　玉入れ競争
白熱した
　玉入れ競争

みんな大興奮！

　　パン食い競争
みんな大興奮！

　　パン食い競争

美味しいお弁当やバザーで美味しいお弁当やバザーで
満腹になり食欲の秋を

満喫しました。
満腹になり食欲の秋を

満喫しました。



邑智福祉しんこうかいだより ⑦

　愛香園ホームサポートでは災害や火災時の対策とし
て年２回の避難訓練を行っています。
　避難訓練の成果もあって危機管理への意識が高ま
り、避難時は迅速な対応が出
来るようになりました。今後
は災害時等に必要な物品を備
蓄し、より安全かつ安心して
生活ができるよう環境を整備
していきます。

　ヘルパーステーションひまわりでは、移動支援サービスを使って休日に外出支援を行っていま
す。利用者さんの意向に沿って、神楽・スポーツ観戦などのイベント参加や、温泉・食事・買物
等に出かけています。
　11 月 10 日（土）、グループホームにお住いの小林さんと一
緒にサッカー観戦をしました。バスやアストラムラインなど、
普段利用しない交通機関を利用するため少し心配な様子でし
たが、試合が始まると大喜びで観戦されていました。一人ひ
とりが想い出に残る様な楽しい時間を過ごせるよう、これか
らもより良いサービスを行っていきたいと思います。

　サポートステーションおりーぶでは、邑南町から委託を受けて「社会参加支援事業」を行って
います。講師を招いて、年12回の「パソコン教室」、ボウリングやグラウンドゴルフ等の「スポー
ツ教室」、年 6 回の「料理教室」、電話の練習や余暇時間の過ごし方を提案する「本人活動支援」
を実施しています。これは障がいをお持ちのグループホームを含む在宅の方が対象で、基本的
に無償でサービスを行っています。これからも多くの方の参加を是非お待ちしております！

サポートステーション　おりーぶ

ヘルパーステーション　ひまわり

愛香園ホームサポート

四ツ葉の里地域支援センター
（愛香園地域交流ホーム「四ツ葉の里」）



門松門松制作制作

島根県邑智郡邑南町中野3600-1
愛香園（あいこうえん）
TEL　0855-95-0811
担当　天川

職員募集職員募集
◆ 支援員・指導員、調理員、看護師
　　〇資格・経験

　　〇業務内容
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　
　　〇勤務時間　　　

　　　　　　　　　　
　　〇休　　日

◆ グループホーム世話人、ヘルパー（パートタイマー）
　　〇資格・経験　　
　　〇業務内容　　　
　　　　　　　　　　
　　〇休日・勤務時間

・不問（有資格者の資格手当あり）

・障がい者の日常生活支援、作業支援
・障がい児の日常生活支援等
・給食調理業務全般
・8時30分～17時15分（日勤）
・職種により早出・遅出・深夜勤務あり
・1ヶ月単位の変形労働時間制（週40時間）
・4週8休、祝日分の振替休日、年末年始 

・不問（ヘルパーについては介護職員初任者研修 修了以上）
・障がいのある方が入居するグループホームでの日常生活支援
・障がいのある方の日常生活支援、受診及び外出等の支援
・毎月定めるシフト表による

　今年も恒例の門松作りが始まりました。町内をはじめ、広島方面や県内の各地域より、多くの注文を
頂いております。門松制作においては年々確保が難しくなっている松枝をはじめ、稲わらや若竹、南天

等多くの部材を提供して下さった皆様、本当に
ありがとうございました。心よりお礼申し上げま
す。
　さて、年末年始に大活躍の門松ですが、実は
10月半ば頃から作業は始まります。この頃収穫
を終えた米農家さんから稲わらを提供して頂き、
門松の胴回りを巻くための「こも」を熟練の利用
者さんが編んでいきます。11月中旬頃からは竹
や松枝取りが随時行われ、竹洗い・竹加工・組
立と進み、その回りを松・葉牡丹・梅・南天等で
飾り付けを行うと徐々に華やかさを帯び、完成し
た姿は大変見応えあるものです。
　これからも愛香園の門松で良い年を迎えてい
ただくよう心を込め、利用者さんと共に努めてま
いりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

※なお、今年の門松の注文は締め切りとさせていた
だきました。

各種職員を募集しています。
お気軽にお問い合わせください。

〈 問合わせ先 〉
※看護師については看護師免許必要

サイズ 高　さ 値　段

大

小

（１対）

（１対）

約150㎝

約 90㎝

19,000円

15,000円


