
門松にたくさんの

願いを込めて…

■事業所紹介

● 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：0855-95-3250　FAX：0855-95-3251
 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

　第6号　R3.1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

明るい年と
なりますように♪



　新年あけましておめでとうございます。
　昨年は、ご利用者の皆様、ご家族の方々、
地域や関係機関の皆様にご支援ご協力を賜り、深く感謝申し上げます。
　さて、昨年はなんと言いましても新型コロナウイルスの影響を受け、事業が計画通り
に行えず、多くの方 と々交流できる行事も中止となりさみしい一年でありました。そのよ
うな中におきましても、共生社会の実現に向けて信頼のある施設を目指すとともに、地
域福祉の役割を果たすべく積極的に取り組んで参りたいと考えております。これからも
皆様方の一層のお力添えを賜りますようお願いいたします。
　最後になりましたが、皆様の益々のご健勝とご多幸、そして今年こそ平穏な年とな
ることをお祈り申し上げ、新年の挨拶といたします。

新年のご挨拶
社会福祉法人　邑智福祉振興会

理事長　辰 田 直 久

　昨年 10月、予てより計画しておりましたグループホーム
「明和寮」に、島根県より助成をいただきスプリンクラーを
設置しました。近年、水害・地震・火災などの災害が多
く発生し、それがテレビや新聞などで伝えられ、利用者さ
んの災害に対する意識は以前に比べ高くなっていると感じ
ます。それを踏まえ、グループホームでも災害についての
話しや定期的な避難訓練などを行い災害に備えています
が、スプリンクラーを設置したことで夜間もより安心して生
活が送れるようになりました。
　助成いただいた島根県の関係者の皆様、取り付け工
事をしていただいた業者の皆様にあらためてお礼申し上
げます。

スプリンクラーが設置されました
明和寮にグループホーム
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　大根の栽培から加工まですべてが手作りの商品で
す。これから寒くなるにつれ大根の甘みが増し、煮物
だけではなく、酢の物やサラダなどいろいろな料理に
適した商品です。冷蔵庫に
保管をしていただくと長期
保存も可能です。

いずみの里（野菜栽培、干し大根加工）　

（0855）95-2383
いずみの里

問い合わせ先
220円

（税込価格）

1袋

　例年、秋のビッグイベントとして地域の皆様にもご協力・ご参加いた
だいている「愛香祭」ですが、新型コロナウイルス感染症対策のため、
利用者さんと職員のみの「ミニ愛香園」として昨年 10 月 17 日（土）に
開催しました。
　アトラクション会場では、生活介護の利用者さんが日々練習していた
踊りを披露し、大変な盛り上がりを見せていました♪
　また、お楽しみの釣りゲームでは、種類が豊富なお菓子と日用品を、
皆さん目を輝かせながら夢中になって釣っていらっしゃいました。
　規模を縮小しての開催のため喜んでもらえるか少し不安もありました
が、「楽しかった！」「お菓子がたくさんもらえて嬉しかった！」「またやっ
て欲しい」等のたくさんの利用者さんの声を聞き、職員も安堵しました。
　ささやかではありましたが、この度の「ミニ愛香祭」のような今だか
らできるイベントを、これからも計画していきたいと思います。

障がい者支援施設障がい者支援施設障がい者支援施設 愛  香  園愛  香  園愛  香  園
あい こう えん

愛香園 おすすめ情報

　四ツ葉ショップでは様々なパンを製造・販売しています
が、今回は 3 種類のメロンパンをご紹介します。左から塩
メロンパン、メロンパン、クリームメロンパンです。それ
ぞれ味が違いますが人気が高く、県外のお客様からもご好
評いただいております。お立ち寄
りの際はぜひお買い求め下さい。

四ツ葉ショップ（パン製造）

（0855）95-0111
四ツ葉ショップ

問い合わせ先
130円

（税込価格）

1個
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障がい児通所支援事業所障がい児通所支援事業所障がい児通所支援事業所
放課後デイ みんと放課後デイ みんと放課後デイ みんと

障がい者支援施設　くるみ邑美園障がい者支援施設　くるみ邑美園障がい者支援施設　くるみ邑美園
おお えんび

くるみ邑美園児童部くるみ邑美園児童部くるみ邑美園児童部
おお えんび

障がい児入所施設障がい児入所施設障がい児入所施設

　くるみ邑美園リサイクル班では、回収した空き缶をアルミ缶とスチール缶に分別後、プレス
する作業を行っています。プレスした空き缶は出荷して換金を行い、利用者さんへ工賃として
還元しています。
　作業をしている缶工場は、夏は暑く・冬は寒い環境のため、時季に応じ水分補給を頻繁に行っ
たり、衣服の調節をするなど、体調管理に努めながら作業を行っています。
　空き缶の回収については、月1回町内の指定収集場所に地域の皆様より出していただいた空き
缶を、缶収集車で回収しています。また、缶工場に直接お持ちいただくことも可能ですが、スチー
ル缶・アルミ缶のみの受付とさせていただいておりますのでご了承下さい。作業していない時
間もフェンス越しのコンテナに入れていただけます。
　今後とも皆様のご協力をお願いいたします。

　みんとでは、定期的な活動として『買い物』
を取り入れています。金額を 150 円に設定し
ているため、子ども達は値札とにらめっこを
しながらおやつを選んでいます。
　この『買い物』という活動は、
①店内では走らず静かに過ごす。
②決められた金額（150円）の中で買い物をする。
③交通ルールを守って店まで行く。
以上 3点を目的に取り組んでいます。
　今後も、子ども達が大人になる為に多くの
ことを学ぶ大切な時間を提供していきます。

　くるみ邑美園児童部・放課後デイみんとで
は、今年度 2名（邑南町出身）の保育実習生
を受け入れました。どの実習生も言われるこ
とは、「利用者さんとの信頼関係を築く支援」
が一番難しいと口を揃えて話されていました。
　実習中は、利用者さんの反応を感じつつ、
職員の支援技術を学び、自身の力に変えてい
る姿に私達も毎回良い刺激をいただきました。
　学生さんたちが、将来この地域を支える人
材となられることを切に願っています。

～実習生が作った作品～

～空き缶のリサイクル回収をしています～

（
缶
工
場
は
、地
域
交
流
ホ
ー
ム
横
に
あ
り
ま
す
。）
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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」）

【愛香園ホームサポート・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】

サポートステーションおりーぶサポートステーションおりーぶサポートステーションおりーぶ

愛香園ホームサポート愛香園ホームサポート愛香園ホームサポート

ヘルパーステーションひまわりヘルパーステーションひまわりヘルパーステーションひまわり

　今年度は、新型コロナウイルス感染症予防のため、町外への
外出制限や各種イベントが中止になり、休日の楽しみが減って
いる中、利用者の皆さんは我慢強く生活を続けています。
　このような中でも各寮で誕生日会を計画し、ケーキやお酒を
買って皆でお祝いしました。これからも制限がある中でできる
ことを考え、少しでも楽しみを感じられるよう支援していきた
いと思います。早くコロナが終息して通常の生活が出来るよう
になる日を心待ちにしています。

　新型コロナウイルス感染症が広がる中、島根県及び近隣地域の状況を注視しながら、通院・
家事援助・余暇活動支援を実施しています。新型コロナウイルス流行から 1年が経過しようと
していますが、まだ慣れることができず、ストレスをうまく発散できない方が多いように感じ
ます。　
　不安も拭えない状況の中で新年を迎えましたが、ヘルパース
テーションひまわりでは、これからもコロナやインフルエンザ
に負けないよう『新しい生活様式』に留意しながら、利用者の
皆さんの想いに沿った支援を提供していきたいと思います。

　昨年、新型コロナウイルス感染症拡大を受け社会が停滞する中、
予断を許さない状況での年明けとなりました。
　おりーぶも訪問自粛や研修会の中止などで、相談支援を行う
には難しい状況が続いていますが、パソコンやタブレットなど
を利用したオンライン会話ができる Zoom というアプリを導
入し、相談を受け付けています。他に電話やメールなどの方法
で話しを聞く手段もありますが、やはり直接相手の顔を見なが
ら話しをすることがとても重要だと再認識する機会にもなりま
した。
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職　　　種 ①支援員・指導員　②調理員　③看護師

業 務 内 容 ①障がい者の日常生活支援または作業支援、障がい児の日常生活支援等

②給食調理業務全般

③利用者の健康管理、受診の付添い等

資格・経験 不問（有資格者の資格手当あり）

勤 務 時 間 ・8時 30分～ 17時 15分（日勤）
なお、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）

休　　　日 4 週 8休、祝日分の振替休日、年末年始

勤　務　先 愛香園、くるみ邑美園・邑美園児童部

　平素より四ツ葉ショップをご利用いただきあ
りがとうございます。
　このたび、6年来価格を据え置いて販売してお
りましたパンの価格を、原材料や諸経費の高騰
により、令和 3 年 1月 1日より一部改定いたし
ました。下記商品にて変更がございますので、
ご了承下さいますようお願い申し上げます。
　今後もより一層の品質維持とサービスの向上
に努めてまいりますので、ご愛顧のほどよろし
くお願いいたします。

価格改定のお知らせ

新入職員紹介

☆ 職員募集 ☆
◆ 契約職員

値下げ商品

値上げ商品

こしあんパン
チョコパン

110 円→100 円
120 円→100 円

りんごロール2 個入
りんごロール 5 個入
菓子パン類（一部）
チーズ入りのパン

160 円→170 円
380 円→400 円
120 円→130 円
20 円値上がり

20年表彰者

川中恵美（くるみ邑美園）

10年表彰者

小田貴博（くるみ邑美園）
大畑　譲（くるみ邑美園）
上田隆幸（くるみ邑美園児童部）

永年勤続表彰

寺本　茂（くるみ邑美園） 生活支援員
室濱美琴（愛香園）　　 　調理員

◆ パートタイマー
職　　　種 ①夜勤支援員・夜勤指導員　②グループホーム世話人　③ヘルパー

業 務 内 容 ①障がい者の夜間の日常生活支援、障がい児の夜間の日常生活支援等

②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

③障がいのある方の日常生活支援、受診及び外出等の支援

資格・経験 不問

勤務時間・休日 毎月定めるシフト表による

勤　務　先 くるみ邑美園・邑美園児童部、愛香園ホームサポート、ヘルパーステーションひまわり

★詳しくは当法人のＷＥＢサイトをご覧ください　https://ohfukukai.jp

問合せ先

島根県邑智郡邑南町中野 3600-1

社会福祉法人 邑智福祉振興会
愛香園　総務課（法人本部）

TEL  0855-95-0811
担当：天川・笹田


