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〜しいのみ園の歌ができました〜
しいのみ園

園歌「われらの しいのみ園」

「この子らを世の光に」

これからも、しいのみ園が、明るく楽しく元気よく進んでい
くために「われらの しいのみ園」は創られました。しいのみ
園では昼食の時間に全館で流れています。歌いやすく、覚え
やすいメロディーです。職員・利用者様・保護者様そして地
域の皆様が一体となり心と心を通わせるためにも、ぜひご
一緒に歌って頂けたらと思い願います。

私たちのねがいは、重症な障害をもったこの子たちも
立派な生産者であるということを認めあえる社会をつ
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法人の基本理念 親亡き後の子供たちのため、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。

・

くろうということである。
「この子らに世の光を」あて
てやろうというあわれみの政策を求めるのではなく、
この子らが自ら輝く素材そのものであるから、いよい

作詞 たみや たえこ
校閲 武田 昇
作曲 木元 孝
歌
なげの あやか
伴奏 吉國 美紀
編曲・録音 田中 俊光

よみがきをかけて輝かそういうのである。
「この子ら
〔しいのみ園

・

園歌〕

を世の光に」である。

われらの しいのみ園

以上

糸賀一雄「福祉の思想」

1968年 日本放送出版協会 より引用

社会福祉法人心友会しいのみ園グループ/2019 STEREO
このCDを権利者の許諾なく、無断転用もしくは商業目的での賃貸業に使用す
ること、無断でインターネット上でのアップロード等をすることを禁じます。
また個人的に使用する等の場合を除き、著作権法上、検知者に無断でテープ、
ディスク等に録音することを禁じます。

補助・助成金の御礼

管理栄養士より…

この度、
社会福祉法人千葉県共同募金会による
「NHK歳末
たすけあい助成金」
にてコードレスクリーナーを４台購入
させて頂きました。今まで煩わしかったコンセントの抜き
差しも解消され、
スピーディーに清
掃が行えるようになりました。今
後は利用者様も職員も今よりも過
ごしやすい、
きれいな環境作りの為
に活用していきたいと思います。

食育マメ知識
食育について

栄養士 稲垣寿美子

食育とは、様々な経験を通じて「食」に関する知識
と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実
践することができる人間を育てることである。と
2005年成立の食育基本法に示されています。し
いのみ園では就労で作られる栄養豊富な旬の野
菜について給食だよりで紹介。セレクト食で食を
選択する楽しみを実施しています。

編集／広報委員会

行事
予定

平成から令和に元号が変わり、
新しい時

代が始まりました。しいのみ園も、
共生

2019年度の主な行事予定
※行事日程は予告なく変更する場合があります。

型サービスを目指した複合施設
「しいの

み園こころの誉」
の始動や、
入所の新棟

「絆」
も動き出し、
しいのみ園 園歌
「われ
らの しいのみ園」
の完成と、
新しい時代

宇留間 俊行

5月19日（日） BBQ懇親会

知的障害福祉士
介護福祉士

6月28日（金） じゃがいも収穫祭

の幕開けにふさわしい多くのニュースに

8月11日（日） しいのみ園夏祭り

あふれる新年度のスタートとなりまし

た。今年度も改善、
活気に満ちた、
しいの

み園グループの様子をお伝えしてまいり

ますので、
どうぞご期待ください。

ご意見募集

12月21日（土）もちつき大会

小野 美沙稀

1月12日（日） 新年会

介護福祉士
保育士

これからの内容の充実を図るため、
ご意見、
ご感想をメールにてお寄せください。
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E-Mail:info@shinyuukai.jp

4月、千葉市緑区誉田町に共生型の複合施設
「こころの誉」がオープンしました。
障害者の生活介護と高齢者デイサービス、居宅介護の3つの事業
体からなる共生型サービスを目指した複合施設です。障害をお持
ちの方とご高齢の方が同じ建物内で年齢を超えた交流を通し、一
人一人の暮らしと生きがいを共に創り高め合う事を目指します。

管理者

サービス管理責任者

施設福祉士
介護福祉士

介護福祉士
知的障害援助専門員

高見 正

長谷川 由佳

心友会は、日本福祉施設士会会員です。
「福祉QC」活動を主体に「福祉サービスの質の向上」に取り組んでいます。
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新 人 紹 介
お題：自分を何かにたとえると

山倉 和樹

国際色豊かな新人歓迎会を
開催しました。
4月19日
（金）
に新人歓迎会を開催しまし

高校まで柔道をしていたの
で、友人に見た目がゴリラで
山ゴリと良く呼ばれていた
ので、ゴリラに例えました。

活 動 紹 介
12月から勤務する
EPA介護福祉士
候補生

荒木 利文

ティモシー

みんなを守るドーベルマン
を目指していますが、まわり
からは臆病なチワワといわ
れます。

定）
によるフィリピンからの介護福祉士候
補生2名です。残念ながらフィリピンから

とが出来ました。今 年もフィリピン、
韓
国、
日本と国際色豊かな会となりました。

恒例の新年会を
「リソル生命の森」
で開催しました。
昨年度は初の試みとなります「リソル生命の森」での開催となり
ました。ご参加頂いた利用者様、保護者様、また来賓の皆様あり
がとうございました。皆様のご協力のもと、童謡歌手の、なげの
あやかさんの歌や太鼓の演奏など盛大な会となる事ができまし
た。今年度も皆様が楽しめる会を目指して頑張りたいと思いま
す。よろしくお願い致します。

しいのみ園こころ所属の倉元です。しい
のみ園が毎年取り組んでいる福祉QCも
今年で4年目となりました。今回は「業
務の効率化を図ろう」をテーマに福祉
QC関東甲信越大会へ参加し取り組みま
した。入所の業務に焦点を当て、当初あ
げていた目標を達成することができま
した。この経験を糧に自身の業務でも活

ブラザン

月から4名、
12月からはEPA
（経済連携協

50名ほどの職員が参加し盛大に催すこ

QCの取り組み

かしたいと思います。

た。本年度は6名の仲間が加わります。4

の2名は参加できませんでしたが、
総勢

新年会

小山 果林

人見知りがなく、
情に厚い部
分があることや周りを見て
合わせていく協調性がある
と思うので「犬」にしました。
穏やかな性格です。

小林 まゆ

愛する家族や大切な人には
甘え、身内以外には警戒心が
強く面倒な人間関係が嫌い
なさっぱりした性格です。

EPAとは…
「Economic Partnership
Agreement（経 済 連 携 協
定）」の 略。WTO(世 界 貿 易
機関)を中心とした多国間
の貿易自由化を補完するた
め、国や地域を限定して、関
税等の貿易障壁を撤廃する
ことにより、モノ・ヒト・カ
ネ・サービスの移動を促進
させようとするもの。
厚生労働省ＨＰより引用

倉元 和司
介護福祉士
保育士

QCサークル名

サービス管理責任者変更のお知らせ
生活介護事業所 しいのみ園 こころの都

公益事業

進む国際交流

始まりました！
森でどんじゃらほい♪

第一期EPA介護福祉士候補生2名が第31回介護福祉
士国家試験に合格しました。喜びの声をお聴き下さい。

毎週木曜日の午前11時から午後2時まで、
京成学園
前駅から徒歩3分のおゆみ野の森をのぞいてみてく

ハッピーワーカー

大貫 純平

介護福祉士
知的障害福祉士

サービス管理責任者 大貫 純平
今年度よりしいのみ園こころの都のサービス管理責任
者となりました大貫純平と申します。入社して初めて
配属された事業所がこころの都の前進であるリラック
ス班でした。当初から変わらずに勤務して頂いている
職員も多く、
「チームワークばっちり！」と個人的には
思っております。チームワークを活かし、利用者様が豊
かに生活できる事業所を目指していきます。

共同生活援助 しいのみ園ほんだ
サービス管理責任者

姜 テミン

介護福祉士
知的障害援助専門員

姜 テミン

4月1日からグループホームのサービス管理責任
者になりました姜と申します。入社して10年目を
迎える私ですがグループホームの職員になった
のは初めてで色々ご迷惑をかける事もあるかと
思います。地域で生活する利用者様が安心、
安全
な生活を送れるように頑張りたいと思います。

ださい。日々の事に追われて疲れた気持ちを癒し、
エ
ネルギーを充電することを目的に、
楽しい活動を始

障害児通所支援事業所 放課後等デイサービス

めました。その名は
「森でどんじゃらほい♪」
です。
りしたり、
森の中で好きなことをして過ごし、
大人は
リフレッシュや情報交換をしています。雨天の時は、

障害者支援施設 しいのみ園在籍 介護福祉士

ピアオ シャナニー エナゴ（写真左）

JR誉田駅前のふくろう広場で過ごしています。

介護福祉士国家試験に合格したことは信じられないぐらい嬉しい
です。眠れぬ夜、終わりのない試験、プレッシャー、そしてストレス
を受けましたが、最後、試験に合格したことは信じられません。私
の家族とShiinomienの支援なしにはできませんでした。
「勤勉、決
心、そして祈りが成功をもたらす」のは確かです。

障害者支援施設 しいのみ園在籍 介護福祉士

バカバック マリアリアン ガンバ（写真右）

福祉のまちづくり支援室 室長

農耕班に強い味方が仲間入り

「しいのみ園とも みやこ」
は、
一般社団法人 日本発達
障害ネットワークの認定基準に適合し認証されました。

子どもたちは鬼ごっこしたり歌ったり木陰でのんび

３年前の私を考えると「試験はどうなるかな」
「合格できるかな」と
不安ばかりでした。でも、今、合格できて本当に感謝いっぱいで喜
んでいます。勉強も仕事も大変でしたが、今の成功はその大変さ
のおかげなのでしょう。しいのみ園の支えで今の私があるのだと
思います。本当にありがとうございました。

福谷 章子
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こ の 度、農 耕 班 で 新 し い ト ラ ク タ ー「ヤ ン マ ー ＹＴ
219」と作業用のインプルメントを購入致しました。畝
を立ててビニールを貼る作業等、従来よりもはるかに効
率が良くなり生産性のアップが期待できます。今まで
よりもたくさん
の野菜を皆さま
のお手元にお届
け出来るとおも
い ま す。ぜ ひ、し
いのみ園の新鮮
な野菜をお買い
求めください。

第三者評価機関である一
般社団法人 日本発達障害
ネ ッ ト ワ ー ク(JDDnet)
の認証事業におきまして
当 事 業 所「し い の み 園 と
も みやこ」が認証適合と
なりました。今後も放課
後等デイサービスの役割
で あ る「療 育」を 行 い、支
援 サ ー ビ ス の 改 善・向 上
に努めてまいります。
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