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第 3 回 
犬成町会九曜会 
合同夏祭り 

 今年度も市原市犬成町会との合同夏祭りが開催されました。1ヶ月以上前から、多くの保護者さんや地

域住民の方、ボランティアさん等に支えられる事により、今年度も盛大なお祭りを行う事が出来ました。 

 当日は、天気の心配がありましたが雨となってしまう事も無く、多くのお客様にお越しいただき、職

員も楽しい 1日を過ごす事が出来ました。 

今回の九曜会だよりでは、市津、千原の行事担当職員による特集記事の他にも、喜多ホーム 1 階に移

転をした新ぽれぽれの特集や、新人職員の紹介もしておりますので、是非ご一読ください。 

P.2～3 

■新人職員・HP 紹介     P.6     



 

 令和元年７月２０日（土）に九曜会グラウンドにて夏祭りが開催されました。九曜会が

地域の犬成町会と共同開催を始めてから、今年で３回目を迎えました。 

 共同開催は、「地域交流を深めていくこと。地域を盛り上げていくこと。」という主旨の

基に始まっています。 

 第１回の時には、お互いに試行錯誤しながらの開催でした。第２回、第３回と回数を重

ねるごとに町会からのご理解やご協力が深まっていき、また地域と密接な関係が強くなっ

てきていると感じています。 

 

今年は、梅雨がなかなか明けず、天候が危ぶま

れました。そんな中、夏祭りを楽しみにされて

いた方が七夕の時に、てるてる坊主を何個も作

っているのを見かけました。その方の想いが通

じたこともあり、夏祭り当日は、雨が降ること

もなく、曇り空の下で開催することができまし

た。 

 

  夏祭り当日を迎えるにあたり、７月１５日

（月・祝）に「市津学園」「千原厚生園」「たかね園」のご家族のご協力をいただき、立派

なやぐらを建てていただきました。当日はあいにくの天候でしたが、そのような状況の中

で、やぐら建てや草刈りなどのご協力をいただくことができ、感謝の限りです。 

 

 思い起こせば、１３年前にも夏祭りを担当 

させていただきました。当時は、法人事業所数 

や職員数も少なかったことから、小規模な夏祭 

りでした。しかし、現在は、法人事業所数や職 

員数も増えました。また、他法人の方、地域の 

方、イベント団体の方等のご協力をいただき、 

大規模な夏祭りと発展しています。 

 これもひとえに、皆様方の多大なるご理解と 

ご協力の上で成り立っていると常に感じています。 

  

 最後に、今回の「第３回 犬成町会・九曜会合

同夏祭り」につきまして、多くの方のご協力をい

ただきながら開催できましたことを、深く感謝す

ると共に、今後も九曜会へのご理解・ご協力を宜

しくお願い申し上げます。ありがとうございまし

た。 

（市津学園 浅川） 
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当日、会場では、神輿の入場から始まり、模擬店で 

は巷で話題のタピオカ、今年から新しく考えたハンバ 

ーガーやチキンバスケット、焼き餃子など、夏祭りの 

定番メニューまで多彩なバリエーションを揃えること 

が出来ました。外部イベントでは、ボンズ市原のトッ 

プ・レディースの皆様や紅古蓮様によるパフォーマン 

スを披露していただきました。 

 

ラストを飾るイベントである花火は、毎年打ち上げポイントの試行錯誤が行われております

が、今年も変わらず、綺麗な花火を見る事が出来ました！ 

 

花火に限らず、夏祭りは、毎年数多くの「反省」 

というものがあります。ただ、当日を迎えて、当 

日に参加していただく皆様がいて、夏祭りというイベ 

ントが成立している事は間違いありません。事故なく、 

怪我なく、笑顔の溢れた夏祭り、これを成功と言わず、 

何が成功なのか？私にはわかりませんが・・・、これ 

からも地域の皆様との交流のきっかけ、一緒に地域を 

盛り上げるため、地域貢献のため、皆さんで盛大な夏 

祭りを作っていきたいと思います。 

 

 夏祭りに限らず、様々な人が関わり準備を進めまし 

た。ああしたい、こうしたい、という強い気持ちがぶ 

つかり、上手くいく事もあれば上手くいかない事もあ 

るイベントのひとつであり、当日を迎え、終わってみ 

ると、やっぱりやってよかった、やれてよかったと思 

うイベントでもあります。年号も変わり、第一歩目で 

あった九曜会のイベントですが、来年もまた同じよう 

に、夏祭り当日を迎えられたらと思います。 

 

 ここで余談となりますが、ここ最近の夏祭りでは、霊を慰めるための儀式である「盆踊

り」が変わってきているとの情報をキャッチしました。古来の伝統・文化というものを大切

にする傾向にある日本でありますが、「ディスコ曲」・「アニメ曲」などで踊る「盆ダンス」と

いうジャンルの踊りが流行っていると・・・私はニュースを見て知りました。ご存じでした

でしょうか？生で見てみたい事はもちろん、当法人の夏祭りで取り入れてみるのもいいので

はないか・・・と思ってしまいました。興味のある方は調べてみてください。この盆ダン

ス、2020年の東京五輪に向け、日本の文化を形は違えど伝えていくという意味も込められて

いるようで、海外の方はもちろん、国内の方からも「盆踊りに参加しやすくなった」などの

声もあるそうです。私の中でも、流れている曲が違うだけで、こんなにも違うのかと驚きが

あり、またそのギャップが新鮮でした。何事にも、新しい風を入れる事は必要ですね♪ 

                             

（千原厚生園：酒井・藤田） 
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施設紹介   

     

6 月より辰巳台から喜多へ事業所の移転を行いました。空間スペースの広さ、設備の充実な

ど様々な観点から施設環境の向上を果たしました。ご利用者や来園された方から寄せられる声

として、「 新しくなって良かった 」「 心地よく過ごせる 」といった感想をいただいておりま

す。８月中旬、テレビを設置しました。「 甲子園 」の時期もあり、休憩時間は皆さんでテレビ 

を楽しまれております。少しずつではありますが、新たな変化を取り入れ、より良い施設づく

りを行っていきたいと思います。 

随時、見学・実習も受付しておりますので、お気軽にご相談下さい。担当者 / 浅野・小林 

活動報告 ～ 新たな作業の取り組み ～ 

      

6 月に移転をしてから、施設内での作業活動や新たな取り組みを紹介させていただきます。

施設内の作業活動として、以前より広々と使用できており、移転後も変わらず各企業様とのつ

ながりを持ちながら滞ることなく、日々作業に励んでおります。左上の写真は、普段の作業風

景です。工程ごとに分けたテーブルの配置と、個々のペースで作業に取り組める空間となって

おります。効率も上がり利用者の方々も困惑する事なく作業を行えているように感じておりま

す。新たな作業の取り組みとして、6 月 4 日（火）から市内の若宮地区でメール便業務を開始

しました。右上の写真は、配達してい様子です。初めは近隣の方との関わりは簡単な挨拶のみ

でしたが、少しずつ地域に浸透していき、「 暑い中、ご苦労様だね 」「 わからなかったら聞い

てね 」と、温かいお言葉をいただく事も増え、利用者の方の励みにもつながりました。今後も

地域の方々との交流を図りながらメール便配達を行っていきたいと思います。 

 所在地：〒290-0167 市原市喜多 906-98 

TEL：0436‐37‐3271   FAX：0436‐37‐3272 

 

-P.04- 



 

 今回は、生活介護の職員から見た放課後等デイサービス（以下、放課後）の夏休みの職員の

様子を中心として紹介させていただきます。 

 今年度より児童がご利用されている学校も秋休みを廃止して夏休みを 1 週間前倒しにして

います。（一部学校を除く）そのため、放課後の職員も例年より早い段階で月間予定表の作成を

行っていました。たかね園の放課後では、下は小学生から、上は高校 3 年生までと広い年齢層

での受け入れを行っています。その日に利用 

される方の年齢だけではなく、それぞれの特 

性や好き嫌いなどを考え、悩みながら予定の 

組み立てを行っていました。生活介護の利用 

者さんであれば、登園時間が決まっているた 

め、時間配分に悩む事は少ないのですが、放 

課後の児童は、ご家庭やご本人の都合により 

朝 8 時に登園される方もいれば、10 時を過ぎ 

て登園される方もいます。生活介護であれば、 

事前に余裕をもって〇月〇日は余暇外出を行 

うため朝 8 時までに登園をして下さい。と連 

絡をしてご家庭で調整をしていただいていま 

すが、夏休みの数週間前から 1 ヶ月前頃に具 

体的な利用日が決まる放課後では、予定に合わせて登園して下さいと言うのが難しいようで

「この日は〇〇さんが居るから〇〇に連れて行ってあげたいけど、遠いから…でも〇〇さんも

居るからこれなら…」などと毎年悩みながらも真剣に利用者さんのために楽しい夏休みを提供

したい、と言う思いが予定表を作っているパソコンに向う後姿からひしひしと伝わってきてい

ます。 

 そして夏休み開始の 7 月 15 日からは、放課後職員の怒涛の 1 ヶ月半がスタートしました。

普段は学校が終わった後の放課後でのご利用ですが、朝から元気全開の児童のパワーに負けじ

と一緒に笑い、一緒に走っている職員を頻繫に見かけるようになります。生活介護の職員にと

っては、年末の忘年会が終わった頃に「1 年お疲れ様でした」となりますが放課後職員にとっ

ては、夏休みが終わると「今年も頑張った！」とお互いを称えあい、通常の放課後業務に向け

て気分を新たにする 1 年の節目の時期なのだと思います。 

 

 

 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 

 

放課後等デイサービス 

たかね園　夏休み活動計画　7～８月

月 火 水 木 金 土 日

7/30 7/31 8/1 8/2 8/3 8/4

スイカ割り 二養のプールへ行こう 流しそうめん

8/5

持ち物：プールカード キャンドル作り体験 持ち物：プールカード 材料費：３００円

プール 青葉の森

8/11 8/12

　　　　プールセット 材料費：４００円 　　　　　プールセット 自宅からのおやつ不要

8/6 8/7 8/8 8/9 8/10

東金こども科学館 流しそうめん プール 遊覧船 消防署見学

持ち物：飲み物代 材料費：３００円 持ち物：プールカード 持ち物：療育手帳

8/15 8/16 8/17 8/18

自宅からのおやつ不要 　　　　プールセット 　　　　１０００円

8/19

航空科学博物館

8/13 8/14

お昼は外食します おやつ作り プール 流しそうめん プール

　　　　プールセット 自宅からのおやつ不要 　　　　プールセット

持ち物：療育手帳 材料費：３００円 持ち物：プールカード 材料費：３００円 持ち物：プールカード

8/20 8/21 8/22 8/23 8/24 8/25 8/26

　　　　２５００円 自宅からのおやつ不要

消防署見学

持ち物：飲み物代 持ち物：療育手帳

博物館 プール 加曽利貝塚 きぼーる

　　　　飲み物代 　　　　プールセット 　　　　５００円

持ち物：療育手帳 持ち物：プールカード

8/27 8/28 8/29 8/30 8/31

遊覧船 きぼーる おやつ作り

房総の村

持ち物：プールカード 持ち物：療育手帳 持ち物：療育手帳 持ち物：療育手帳 材料費：３００円

プール お昼は外食します

　　　　プールセット 　　　　２０００円 　　　　１０００円 　　　　５００円 自宅からのおやつ不要

7 月 15 日～8 月 30 日までの予定表の一部を抜

粋、その日の活動内容や、持ち物の記載などを行

いご利用される児童全員に配布をしています。 

今年も、野外活動を中心とし、

山に海にと楽しんでいまし

た。園内活動では、たかね園

に設置したプールで遊んだ

り、おやつ作りをして和気

藹々と楽しまれていました。 

青葉の森公園 
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編集後記 

 

平成 31年度 4月より新たに 2名の新人職員が勤務となりました。各施設に配属されてか

ら 4ヶ月が経ちました。新人目線ならではの感想や入社のきっかけ、今後の目標などを紹介

させていただきます。 

 
■配属先：たかね園■ 仲村 康平 支援員 

4 月より採用となりました。仲村です。入職して 4 ヵ月経ちまし

たが、社会人として日々学ぶ事が多くとても充実した日々を過ご

しています。今後も利用者の方々と学びながら自身も成長出来る

様にしていきたいと思います。 

 いろいろとご迷惑をおかけしてしまうことがあると思います

が、どうぞよろしくお願いします。 

 
■配属先：千原厚生園■ 金田 真緒 支援員 

 ４月より千原厚生園にて支援員として務めさせていただいてい

る金田と申します。入社してから、あっという間に４ヵ月が経ちま

した。まだまだ、わからない事も多々ありますが、先輩方に教わり

ながら、利用者と共に歩んでいけたらと思います。 

また、目標も作り、スキルアップも目指していきたいと思いま

す！ 

先日、地域住民から秋の七草についてお教えを頂きました。春の七草は、七草粥にし 

て“食”を楽しみ、秋の七草は花を“見る”ことを楽しむもののようです。 

残暑も少しずつ落ち着き始め、夜になれば気持ちのいい風が吹く季節になってきまし

た。昼間は足を止めて秋の七草を楽しみ、夜は窓を開けて虫の声を楽しみながら秋を堪 

能したいと思います。 

～余談～ 

「秋の野に 咲きたる花を 指折り かき数ふれば 

 七種の花」（万葉集巻８第１５３７番） 

「萩の花 尾花葛花 なでしこの花 女郎花 また 

藤袴朝がほの花」（万葉集巻８第１５３８番) 

山上憶良が「万葉集」で連続して詠んだこの歌２首が 

「秋の七草」の始まりのようです。        （平井）                         

 

 ホームページでは、九曜会の各施設の紹介を始

めとし、行事の案内や日々の報告等を分かりやす

く、楽しく紹介させていただいています。ご利用

されている施設以外の様子もイベントギャラリー

から見る事が出来ますので是非一度ご覧下さい。

見学やボランティアさんの募集、就職案内の情報

も随時更新されていますので、ご興味がありまし

たら、ぜひ各施設にご連絡下さい。 

 https://kuyoukai.or.jp/ 
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