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新任職員研修 

第 16 回 
たかね園バザー 

P.7 

 今年度も 6月 1日（土）に第 16回たかね園バザーが開催されました。当日は、天気にも恵まれ、気温

も丁度良いバザー日和となりました。 

 昨年度に引き続き、県立泉高校吹奏楽部による演奏、マジック同好会によるマジックショー、キッズ

チアによるチアダンス、豪華商品が当る抽選会を行い、ご好評をいただきました。2年連続で出演してい

ただいたキッズチアの保護者の方も多数来園されており、ちょっとした撮影会となっていました。その

他にも、今年度より復活した職員による模擬店（焼きそば）も大好評となりました。そんな楽しいたかね

園バザーの特集ページは表紙をめくってすぐとなります！ 
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■喜多ホームビフォア・アフター  P.8     



 今年度のバザーでは、保護者の方から「職員が作った飲食物を提供してほしい」との熱

烈な要望にお答えし、職員による焼きそば＆フランクフルトの模擬店を行いました。焼き

そば作りの経験の無い職員が大半のため、九曜会夏祭りの出店データを参考にして必要な

食材の量の算出をし、昼食作成の委託を行っているメフォスさんにも協力を仰ぎ「当日は、

本当にこの量を作れるのだろうか？購入していただけるのだろうか？」とドキドキしなが

ら当日を迎えました。 

 焼きそばは、250 食を目安として材料を用意しましたが、当日の焼きそば担当職員の采

配により「大盛り」となり、実際には 250食には届かない数となってしまいましたが、多

くて安い！が功を奏したのか、想像以上の大盛況となり、なんとバザー開始 45 分で完売

となってしまいました。少し遅れて来園された方 

からは「えっ？もう売り切れているのですか？」 

と残念がられ、焼きそばが大好きな利用者さんは 

何も乗っていない鉄板の前で途方に暮れている姿 

も・・・同時に行っていたフランクフルトも売り 

切れてしまい、職員にとっては充実感と達成感を 

得る事ができましたが、数が足りなかった事実は 

反省点として次年度には、量も数も満足していた 

だけるように調整をして、来園者全員に満足をしていただける楽しいバザーにできるよう

に努めたいと思います。 

 今年度のバザーでも普段から精力的にたかね園に来ていただけているボランティアさ

んをはじめとし、九曜会をご利用されている保護者の方、社会福祉協議会の方、日赤奉仕

団の方、地域住民の方と多くの方にご助力をいただけました。具体的な活動内容としては、

前日の 5 月 30 日にバザー当日に販売を行う餅つきと餅を丸めて袋に詰める作業を職員と

一緒に行っていただきました。当日には、来園者対応前の清掃、販売準備、各種模擬店の

売り子、駐車場での車輌誘導、受付、スリッパ出しなどを行っていただいています。 

ボランティアの方には、事前の打ち合わせと当日のミーティングも行っていますが、嬉し

いことに、多くの方が「毎年参加しているので大丈夫です」と言っていただけるほどのベ

テラン揃いのため、地域からバザーに参加、出店されている方からは「去年と同じボラン

ティアさんを手伝いにお願いします」とご指定をいただく事もあります。バザー後は、テ

ントの片付けなどの大変な作業もありますが、職員よりも手馴れた手つきであっと言う間

にテントが次々と片付けられる様子を見ると圧巻の一 

言であり、多くの方に協力していただけるからこその、 

たかね園バザーだと実感させられています。 

 

たかね園バザーをはじめとし、たかね園でのボラン 

ティア活動にご興味のある方は、随時、受け入れを行 

っておりますので、下記電話番号までお気楽にお問い 

合わせ下さい。(土日、年末年始は閉園日です) 

℡：043-307-0111 ボランティア担当：紅谷
べ に や
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職員、保護者の方、ボランティア

さんとの餅つきの様子です。 



 

 こんにちは！千原厚生園の受注班職員です！今回は、受注班が行っているある清掃活動につ

いてご紹介したいと思います。 

 まず、作業班について簡単にご説明したいと思います。千原厚生園では、4 つの作業活動班

があります。機能維持・向上を目的としたものづくり班、生活農耕班、リサイクル活動を行う

リサイクル班、そして、受注作業を請け負う受注班です。 

 受注班では、現在テープの分解作業を行っています。テープ作成時にでる商品にならない部

分を芯（紙素材）とテープに分解する作業を行っています。 

 さて、今回紹介したいある清掃活動とは、月に 1回行っているアパート清掃です！株式会社

フロンティア国分寺店様より受注しており、ぽれぽれと共同で行っています。アパート清掃で

は、周辺のゴミ拾い・花壇の草取り・郵便ポストの整理などを行っています。清掃中は、集中

して行っている方や楽しそうに行っている方と様々です。時折、住民の方と挨拶や話をするこ

とがあり、ご利用者にとって良い地域交流の場となっています！ 

 

 

 

 

 

次は、市役所の花壇に関してです。皆様は、市原市役所を訪れた際に、綺麗な花壇を見た事

がありませんか？そこは、九曜会を含めた 4 法人が連携して整備している花壇なのです♪ 

今年度より、当法人が市役所花壇整備の担当となり、千原厚生園と市津学園を中心に管理を

行っていく事になりました。6月 13日に、今回 1回目となる花壇整備を実施しました。ご利用

者にとって、良い地域交流の場となり、地域貢献にも繋がるお仕事です。花壇整備を行う事に

より、ご利用者の気分転換にも繋げていきたいと思います。 

 ご利用者と共にきれいな花壇になるように整備してまいりますので、市役所を訪れた際は、

花壇を少し覗いて見てください。 

 

 所在地：〒290-0166  千葉県市原市犬成 651 

TEL：0436-75-0411   FAX：0436-75-0701 
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 所在地：〒260-0824 千葉県千葉市中央区浜野町 1297-1 

TEL：043-265-5700   FAX：043-265-5702 

 

 

 こころふる浜野は開所して 4 年目を迎え、地元の方との関わりや、浜野が地域にと

って開放的な施設である為に、一つの取り組みとして今年度よりボランティアの受け

入れを定期的に行なっております。 

 現在浜野では月の第 2、第 3 火曜日に地域の民選委員の方 6 名と、第 2、第 4 木曜日

に 1 名ボランティアで来ていただいております。時間は 10：00～11：30 で、ご利用者

と一緒に内職作業に参加していただいております。 

今後は作業活動だけでなく、行事や余暇活動時にも参加して頂きたいと考えています。 

 地域との関わりについては、毎年 10 月頃に開催される諏訪神社秋季祭礼というお祭

りに開所当初から売り子として参加させて頂いております。地域の方々と直接関わる

ことが出来る貴重な機会となっており、参加するたびに地域の方から「こころふる浜野

って踏切の近くにある施設ですよね。」など少しずつではありますが、認知度が上がっ

てきているなと実感することが出来ます。また、施設内の空いたスペースを借用させて

いただきたいというご要望があったため、地域の町会で開催された会議に使用してい

ただいたり、地域の方々に施設内の見学をして頂く機会を設けたいと考え、地域交流会

を開催し、多くの方に来ていただくことが出来ました。 

 今回お伝えさせて頂いたことはまだ小さな取り組みではありますが、こころふる浜

野が地域の方や保護者の方にとって、「浜野があってよかった」と思って頂けるよう、

ご利用者の支援はもちろん、地域の方との関わりも大切にしていける施設を目指して

職員一同改めて気を引き締めて取り組んで行きたいと思います。 

 こころふる浜野は今後、地域に根差し、より拓けた事業所となるよう引き続きボラン

ティアの受け入れを行なっていきますので、今後ともよろしくお願い致します。 

また、見学やご相談等あった際は、お気軽にご連絡下さい。 

 

地域のお祭りでは、公民館の一角をお

借りして、物品を販売させていただき

ました。 

ボランティアの方には、実際にご利用者が取

り組まれている内職作業の検品をしていただ

いております。 
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所在地：〒290-0166  千葉県市原市犬成 650 

TEL：0436-74-4134   FAX：0436-75-4192 

 

 

 

市津学園は平成 2 年 4 月に開所をし来年には創立 30 周年を迎えます。創立当初より通所さ

れている利用者さんも同じ年月を重ねてきています。40 代、50 代を迎える利用者さんも増え

てきており、高齢化に向けた対応が必要となっています。障がいが故に白内障などの症状が若

年期に現れやすく、最近であれば日帰りの手術も可能ではあるのに合併症の危険性等を考慮す

ると難しいケースもあり、そのまま視力を失う事もあります。また足腰の弱りも顕著となり歩

行の際に足元のふらつきが見られたり、小さな段差に 

躓いたり、大きな段差に足が上がらなくなったり下り 

られなくなったりしてきます。 

更に利用者さんと共にご家族の方も年を重ねてきて 

います。バスでの送迎においては、バス停まではご家 

族の方に送って来ていただくようご協力をいただいて 

います。そのような中、車の運転に不安を感じている 

方も少なくありません。出来るだけ負担がかからない 

よう、バス停の場所を検討することが必要となること 

もあります。 

今回はその取り組みの第一歩として、市津学園で所 

有する送迎車両全車にステップを追加で設置しました。 

車両への乗り降りが困難で、以前は介助者も支えきれ 

ずに一緒に転倒してしまう危険性がありましたが、ステップを設置した後は今までよりも安全

に乗降しています。また現在、利用者さんの車両への乗降のしやすさやバス停の場所など利用

者さん及びご家族の方のニーズに合わせた車両での送迎の実施を目指して、送迎コースの見直

しを検討しています。 

地域交流として毎年千原厚生園と合同で行っている

取り組みで、近隣の小学校の児童を招いての見学会を

しています。今年も 5 月 15 日（水）に 3 年生の児童

70 名弱をお招きし、千原厚生園や市津学園の事業所内

及び作業の様子を見学していただきました。 

        職員の説明を静かに聴かれ、利用者さんの作業をし

ている様子を真剣に眺めながら積極的に質問をされる

児童もいらっしゃいました。普段はあまり接点のない

障がい者の生活を見る事で、障がい者が決して特別な

存在ではなく身近に生活していることを少しでも感じ

ていただけたと思います。 

        ７月には利用者さんと一緒にじゃが芋掘りを行う行

事も予定されており、更に理解を深めていただけるよ

う、今後もいろいろ企画し実施していきます。 

取り組み紹介 

職員からの作業工程の説明を真剣

に聴かれています。 

キャラバン、セレナといった乗用

車にもステップが装着され、乗降

がより安全になりました。 
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 九曜会では、各施設ごとに特徴のある作業を取り入れています。今回紹介をさせていただく

たかね園では、パンを作り販売を行っているパン工房、農作物を育てて販売を行っている園

芸班、組み立てや解体等の軽作業の仕事を企業様からいただき作業として取り入れている受

注班、古紙を裁断して溶かした後に植木鉢の形に形成をし、竹炭を入れる事により消臭効果

が期待できる置物を作っている活動班の 4 班に分かれての作業を行っています。 

九曜会の生活介護事業所では、3 ヶ月に 1 度、作業工賃の支給日を設けています。利用者さ

んにお金を受け取っていただき、ご自身の行った努力に対する対価を形にする事により労働

に対する意欲や、作業のモチベーションの向上に繋がるよう、作業にて得た利益の全額を利

用者さんへの作業工賃の支給と言う形で還元を行っています。お金の使い方や、意味をご理

解されている利用者さんは、工賃支給日が近づくと「明日は工賃支給日だね」「いくらかな？」

などの発言をし、工賃を楽しみにしている様子が見 

られています。工賃には、実際に購入をしたアニメ 

の DVD を持参され「これ買ったんだよ」とニコニ 

コしながら職員に報告をしてくださる利用者さんも 

居ました。保護者の方からは「うちの子はお金とか 

理解していないから、工賃を貰っても分からないと 

思いますけど、本人が欲しがる物を買ってあげよう 

と思います」と初めて手にする工賃の使い道に戸惑 

っている保護者さんもいらっしゃいましたが、その 

後の連絡帳にて「先日いただいた工賃で本人が欲し 

がった CD を買ってあげたら、喜んで聴いていまし 

た。」などの記載を見る事もあり、職員の励みにも繋 

がっています。 

 工賃は、毎回数千数百円など、百円単位での切りの良い数字での支給を行っているため端

数が余剰金として発生する事があります。そのため、たかね園では、余剰金でジュースやコー

ヒーを購入して、工賃支給日の午後の活動時間をお茶会にして、利用者さんの労をねぎらう

時間にしています。４月２４日の工賃支給日では、各作業班の作業場で「おつかれ様でした」

と声をかけながら封筒を手渡した後に数種類の飲料水から好きな物を選択していただき、職

員は園の麦茶をいただき、全員で乾杯をした後に談話を楽しみながらのお茶会を行いました。

この時ばかりは、職員も作業の事を忘れて利用者さんと一緒に笑顔で過ごしました。 

 所在地：〒265-0061 千葉県千葉市若葉区高根町 710 

TEL：043-307-0111   FAX：043-307-0117 

 

工賃支給日には、一度手渡しで工

賃をご本人に受け取っていただ

き、その後連絡帳にて持ち帰りを

行っていただいています。 

園芸班は、普段作業を行っている温室前のテーブルでお茶会をし、受注班は、所属人数が

多いため、食堂でお茶会を行いました。 
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 九曜会では毎年４月に入社する新任職員のための研修を２日間掛けて行っています。研

修の内容については、社会人としてのマナー研修、障がい特性への理解など様々ですが、

今回は「危険防止について」と「ビジネスマナー」についての二項目の研修を行った立場

からの感想としてご紹介させて頂きます。 

 

〇危険防止について（ヒヤリはっと・危険予測）担当：千原厚生園 山口渓介 

４月２日に新任職員研修として「危険防止について」の研修を行いました。利用者の方々

が安心して過ごせるような施設を目指す為に危険を未然に防ぐ為には、ヒヤリはっと（日

常生活において、ヒヤリと感じた事、はっと気付いた事など）を軽視せずに、その都度対

応策を考え、予め起こり得る危険個所を知り、予測しながら支援にあたる事の重要性を理

解するための研修を行いました。 

新任職員に関しては、ヒヤリはっと・危険予測という言葉自体があまり馴染みのないも

のであると思います。支援を行っていく上での危険（転倒による怪我など）を予防し、起

きてしまった事の再発を防ぐために先輩職員はどのような工夫を行い、またどのような意

思を持って再発防止に努めているのかを説明して知ってもらうことにより、改めて自己認

識を行う良い機会になりました。 

新任職員が一つひとつ学びながら施設職員として、また社会人として少しずつ成長をし

てくれると願っています。その為にも私達先輩職員が手本となる行動を見せることができ

るように自分自身も成長していきたいと思います。      

 

〇ビジネスマナー研修 担当：古山広宣 

まずは「なぜビジネスマナーが必要なのか？」という所から新任職員の皆様には説明さ

せて頂きました。その後に「姿勢」「挨拶」「表情」など我々が何気なく行っている動作か

ら相手にあたえる印象の説明を行い、最後に講師役と外部向けの「名刺交換」「電話応対」

などの実践練習も行いました。 

今回の研修の為に資料作成などを行っていく中で、私自身が多くの所作を学ばせて頂い

きました。挨拶一つとっても「ここは直さないと」と反省する場面も多くあり、今回の研

修で、私も一緒に学ばせて頂けたと思います。これからも後輩職員として良い見本になれ

るように尽力していきたいと思います。 

 

    

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

勤続年数の長い職員は、ビジネスマナーの講習を受けられるのは就職後しばらく後で

したが近年は、現場勤務に入る前に研修を受けられるように体制を整えました。 
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編集後記 

 

 

令和元年５月１７日（金）、「九曜会相談支援センター」、「地域活動支援センターぽれぽれ」、 

「福祉ショップ」の工事が完成し引き渡しが行われました。約４か月にわたる工事期間を経 

て、立派な活動拠点が完成しました。大きな変貌を遂げたその姿に感動しつつ、あまりにもき 

れいな内装を目の当たりにしたため、その状態を保つことの大変さも同時に感じました。 

５月２０日（月）、一足早く相談支援センターが稼働を開始しました。以前に比べ、個室も 

増え、落ち着いた環境の中でお話を伺うことができるようになりました。 

そして、６月１日（土）にはぽれぽれがリニューアルオープンし、内覧会が行われました。 

同じ作業をするにしても、何から何まで新しくなった場所でのこと、きっと作業の手がどんど 

ん進むのではないでしょうか。トイレもたった１つだったのが３つに増え、これで行列も解消 

します。送迎ルートの変更等もあり、皆様方にご協力いただきながらのリニューアルオープン 

となりました。 

一方の福祉ショップはというと…。「福祉ショップ」なのか？「カフェ」なのか？何やら大 

人の雰囲気を醸し出しているようにも感じます。「昼間より、夜暗くなってからの方が、より 

活躍しそう。」という声も聞こえてきました。ショップでは、当法人の作品や地域の方々が作 

った野菜などを販売する予定になっています。地域の農家の皆さんのやる気に満ち溢れた表情 

、口調…。福祉ショップの開店に期待をしていただいているようで、とてもありがたく感じな 

がらも、プレッシャーも感じているのも現状です。 

２階の喜多ホーム、相談支援センター、地域活動支援センターで構成される「地域生活支援 

センター（地域生活支援拠点事業）」、これからスタートする「福祉ショップ」、どうぞよろし 

くお願いいたします。 
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 平成の世が終わり、令和の時代に移り変わって始めての九曜会だよりの発行となりま

す。今から 31 年前、昭和の時代が平成に変わった頃は、私はまだ小学 3 年生でした。当

時を思い返してみると、千葉で大きな地震があったな・・・と記憶しています。学校の体

育館で大きく揺れるライトにびっくりし、帰宅をすると父親に買ってもらい、大切にして

いたゾイドのプラモデルが落下して壊れていて悲しい思いをした記憶が残っています。

そんな私も、令和元年でついにアラフォーデビューとなりました。風邪の完治に時間がか

かるようになってしまった体を労わりつつ令和元年は、楽しい記憶が残る年にしたいと

思っています。                             (紅谷) 

-P.08- 


