
活 動 紹 介

ふくろう通信第４号は、新人職員紹介、EPA介護福祉士候補生、福祉
QC、ふくろう屋2号店出店等の新しい取り組みを中心に構成しまし
た。新しいことを始めるのはとても「わくわく」しますね。これからも
利用者や職員の元気な姿をお届けできればと思います。

編集／広報委員会

ミュージックケア

ミュージックケアは講師の方を中心に音

楽に合わせ体を動かしたり鳴子や鈴、太

鼓等の楽器を鳴らしたりする活動です。

体をおもいっきり動かしダンスをしたり

静かな音をじっと座って聞いたりと様々

な場面があります。活動を続けていく

と、初めは座っているだけだった利用者

が手を動かす姿、輪の中に入ることの出

来なかった利用者が自ら輪の中に入る場

面を見ることができ、とても嬉しく感じ

ます。参加している皆さんの笑顔がとて

も印象的な楽しい活動です。

心友太鼓

心友太鼓は平成26年6月から活動を始

め、初めは職員のみで練習を行い夏祭り

で利用者の皆さんに披露をしました。そ

の後は利用者さんも一緒に練習を行い、

先日のバーベキュー大会の際に保護者の

皆さんの前で披露することが出来まし

た。これからはもっと多くの利用者さん

と一緒に演奏ができたらなと思っていま

す。皆さんが楽しく参加出来るようこれ

からも頑張ります。

5月 BBQ大会

中根 慶太
知的障害者福祉士
介護福祉士

中根 慶太
知的障害者福祉士
介護福祉士

心友会の4大行事と言えば!!!心友会の4大行事と言えば!!!
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『5月 バーベキュー大会』『8月 夏祭り』『12月 餅つ
き大会』『1月 新年会・成人式』です。昨年度から登場
しました心友会のマスコットキャラクターふくりん
も登場予定となっております！是非、足を運んでみ
てはいかがでしょうか？
27年度もみなさんの手で心友会を大きく大きく作
り上げていきましょう!!!!!!

法人の基本理念 親亡き後の子どもたちのため、国際社会、地域社会で人間らしく、安心・安全・共生できる心豊かな施設づくり。

平成27年度の行事予定

お花見

バーベキュー大会
じゃがいも収穫祭

4月

5月

新年会・成人式1月

ボーリング2月

利用者納会3月

利用者一泊旅行①
活動班BBQ6月

利用者一泊旅行③
利用者一泊旅行④9月

芋掘り大会
活動班BBQ10月

日帰り旅行⑤
活動班BBQ11月

クリスマス・忘年会
餅つき大会12月

利用者一泊旅行②
事業所お楽しみ外出7月

夏祭り
花火大会8月

おいしいお肉を食べて、最後はビンゴゲーム！！しいのみ園マスコットキャラクターふくりんも登場しました☆
心友太鼓では、みんなの知っている曲で盛り上がりました。
しいのみ園の新しい職員も増えました。 

おいしいお肉を食べて、最後はビンゴゲーム！！しいのみ園マスコットキャラクターふくりんも登場しました☆
心友太鼓では、みんなの知っている曲で盛り上がりました。
しいのみ園の新しい職員も増えました。 
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新人職員紹介

経済連携協定事業EPAの
介護福祉士候補生です

経済連携協定（通称EPA）フィリピン人介護

福祉士候補生の3人です。（写真左：マリア 

リアン バカバックさん 写真中央：シャナ

ニー ピアオさん 2人ともフィリピンでは

看護師として働いていました。 写真右：中

松ピンキーさん ヘルパー 2級）マリアさん

は、EPA開講式で候補生代表として日本語

で挨拶されました。その中でマリアさんは

「できると思えばできるんです。みなさんが

んばりましょう」と力強く宣言されていた

のが、とても印象的でした。平成27年12

月1日からの就業予定となっていますが、

新しい仲間を温かく迎えたいと思います。

ふくろう屋2号店
出店計画中！

しいのみ園こころ就労部門ではこの度

「ふくろう屋2号店」出店を計画していま

す。しいのみ園グループのおやつ提供と

喫茶店としての営業となります。現在、厨

房は完成しており、パティシエの小西麻

友を中心におやつの試作に励み、一部お

やつ提供を開始しているところです。今

秋には喫茶店として8月にオープン予定

です。誉田駅前徒歩3分の立地です。どう

ぞ気軽にお立ち寄りください。

事 業 紹 介

福祉QCを始めます

本年度、しいのみ園では、福祉QCを始める事

になりました。利用者様への支援の質改善、

色々な業務の質改善、少しでも利用者様が快

適に、楽しく安心安全に施設での生活を過ご

して頂けます様に、私たちは福祉QCを進め

ていきます。また、業務改善をすることによ

り、より利用者様と共に楽しく過ごす時間を

作っていきます。QCメンバーは、リーダー

大松初男、以下支援向上委員会10名です。

新人職員の関 駿太です。大学では教育を専攻
しており、特別支援学校に重点を置き学びまし
た。私は学校現場からではなく、施設側から支
援したいと思い施設職員を志望しました。未熟
ですが温かく見守ってください。

関 駿太 ヘルパー2級関 駿太 ヘルパー2級

押火 香織 保育士押火 香織 保育士
こころの都配属になりました、押火
香織です。利用者様が日々安心して
過ごせるようサポートしていければ
と考えています。笑顔が多くみられ
るように、私自身も笑顔を忘れずに
支援していきたいと思います。

小宮山 愛莉 保育士小宮山 愛莉 保育士
新人職員の小宮山愛莉と申します。
私は、保育士の資格・幼稚園教諭を取
得しました。感謝の気持ちを忘れず
に、利用者様と共に日々成長していけ
るよう努力してまいります。精一杯頑
張りますので、宜しくお願いします。

小西 麻友小西 麻友
今年度より就労に配属となりまし
た、小西麻友です。製菓の専門学校
で培った知識を活かし、ふくろう屋
2号店で現在利用者の皆様におやつ
を提供しています。皆様に喜んでい
ただけるよう努めていきます。

塚原 千叶 保育士塚原 千叶 保育士
新人職員の塚原千叶です。慣れない
ことが多く大変ですが、職場の方た
ちに支えていただき、勉強の毎日で
す。笑顔を忘れず、利用者様の気持
ちに寄り添えるような支援を行える
よう頑張っていきます。

リーダー
大松 初男
リーダー
大松 初男

小西麻友小西麻友 田村和枝田村和枝

お菓子作り担当 食べた方が笑顔になれ
る、おいしくて体にやさ
しいおやつを提供でき
るように頑張ります！

岩本 正彦
社会福祉士

知的障害者援助専門員

岩本 正彦
社会福祉士

知的障害者援助専門員

小野寺 孝
介護福祉士
小野寺 孝
介護福祉士

安藤 成昭
介護福祉士

知的障害者援助専門員

安藤 成昭
介護福祉士

知的障害者援助専門員

亀井 昌子
介護福祉士
亀井 昌子
介護福祉士

荒田 真充
介護福祉士

知的障害者援助専門員

荒田 真充
介護福祉士

知的障害者援助専門員

渋谷 信秀
介護福祉士
介護支援専門員

渋谷 信秀
介護福祉士
介護支援専門員

髙見 正
介護福祉士

知的障害者援助専門員

髙見 正
介護福祉士

知的障害者援助専門員

岩沼 圭子
介護福祉士
介護支援専門員

知的障害者援助専門員

岩沼 圭子
介護福祉士
介護支援専門員

知的障害者援助専門員

中根 慶太
知的障害者福祉士
介護福祉士

中根 慶太
知的障害者福祉士
介護福祉士
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