
 あかね園の多機能型事業では、４月１日（火）１２名の新園生を含む８３名で、平成２６年度が幕を開けまし

た。あかね園では毎年新年度初日となるこの日に、オリエンテーションを行ないます。登園後、食堂に集合し、

園長の挨拶と職員紹介、そして園生の所属班や担当職員を確認しました。その後、それぞれの事業に分かれ、園

生一人ひとりが事業の目的を理解すると共に、自分の目標をしっかりと確認し、それぞれの新年度がスタートし

ました。 

 

●自立訓練事業 
少し緊張した表情の新人園生、後輩を迎えて少し凛々しい表情の２年目園生、新しい年度が始まるにあたって

どんな取り組みをするのか、自分の担当職員は誰になるのか・・・それぞれ真剣に事業計画を見つめていました。 

あかね園の中だけでなく、社会人として守らなければならないルール・マナーについても勉強する機会となりま

した。その後、新人園生を対象に園内の案内や挨拶の 

練習等も行ないました。新しい環境への期待感、緊張 

感が漂い慌ただしい中でも、新年度初日を無事に終え 

ることができました。       （担当：白井） 

 

 

 

●就労移行支援事業 
就労移行支援事業は、「別館班」「ＩＫＥＡ班」「ＴＥＭＰＯＳ班」の３班体制でトレーニングを行なっており、

別館班は、あかね園隣にある『京葉測量㈱』の１階フロアの一部を作業場としてお借りしています。外作業班で

ある２つは、職員引率のもと企業内での取り組みを行なっており、企業の方々と関わる機会が多いのが特徴です。 

オリエンテーションは、社会人としての自覚、働く上 

での意識について丁寧に確認できる機会であり、企業へ 

の就労を目的とした事業ということを考えると、大きな 

意味を持った取り組みと言えます。長く働いていくため 

に、そして地域の中で受け入れていただけるよう、毎年 

このオリエンテーションに力を入れています。 

（担当：石坂） 

 

 

●就労継続支援Ｂ型事業 
事業内には３つの班があり、各班に分かれてオリエンテーションを行ないました。 

本場班は、作業、ルール・マナー、行事等を確認した後、自分たちが１年間頑張りたい目標を考え、それぞれ

発表しました。東京アート班は、作業内容や１日の流れ、企業で必要なルール・マナーの確認、就労する上で必

要な取り組み（履歴書の書き方や面接練習等、職場実習に向けた学習）等について説明しました。市川環境班は、 

安全面や事業所の方と一緒に働くために必要なルール 

・マナーの確認を中心に行ないました。洗濯や掃除等、 

事業所内で本人たちが任されている係の確認をしたり、 

月間予定（生活実習等）を発表したりしました。 

班毎で特徴が大きく異なり、年齢も２０代～４０代 

と幅広いため、それぞれの班に合わせた説明でスター 

トを切りました。         （担当：横山） 
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今年度の自立訓練事業は、新たに 

１２名の園生を迎え、２５名でのス

タートとなりました。 

 地域で暮らし、働く上で基本とな

る丈夫な体と最後までやり遂げる

気力、良い生活習慣の定着に重点を

置いて、取り組んでいきたいと思い

ます。また、作業の取り組みを通じ

て、「報告、質問、相談」「働くこと

のイメージ」「対人マナー」を学ん

でいきます。 

 契約期間の中で、幅広い経験をし

て多くを学び、そして感じたことを

身に付けてほしいと思います。 

 

 

 

新たに１０名の園生を加え、３６

名で新年度をスタートしました。 

 就業生活を継続していくために

は、仕事の能力だけでなく地域社会

の一員としての生活能力も身に付

ける必要があるため、今年度は外部

講師による勉強会等、生活面のプロ

グラムも充実させていく予定です。 

 また、近年就職後の定着支援の内

容が多岐に渡り、そちらにも力を入

れていく必要を感じています。 

 一人ひとりが経験と自信を積み

重ねながら「長く働ける職場」に就

職できることを目指し、職員一同サ 

ポートしていきたいと思います。 

 

 

今年度は利用者２５名、３つの作

業班体制でスタートを切りました。

他事業とは異なり、利用年限のない

特性を生かし、利用者の受入れや取

り組みを行ないます。 

大きな目的は２つあり、一つは年

齢の高くなってきた方に対して、働

く場を提供すると共に体力の維持、

心身の健康を目指す取り組みを行

い、安定した地域生活を継続しても

らうことです。二つ目は就職を希望

する方に対して、企業内の作業班を

活用しながら、適性に合った職場に

繋げることです。 

今年度は今まで以上に３班が連

携を図り、班の特徴を上手く活かし

て個々の状況に合わせた支援を行

おうと考えています。生活面での取

り組みも、幅を広げ、余暇的な活動

や就職を意識した企画を取り入れ

ていく予定です。 

今年度も、「働きたい」と願う障害を持つ方々の、就労や生活の支援を

行なうため、関係機関と連携して職場開拓や基礎訓練、定着支援を実施し

ます。また、企業に対しても雇用管理や情報提供等のサポートを行なうと

共に、より積極的な障害者雇用を促し、継続的かつ安定した雇用が続くよ

うバックアップしていきます。 

４月２１日には在職者交流会を開催し、５０名の参加がありました。 

就職して間もない方が、長年働いている方の話を聞く場面も見られ、働く

ことの大変さや楽しさをお互いに共有し、励まし合いながら仕事に取り組

んでいけるよう、職員一同サポートしていきたいと思います。 

（担当：下西） 

あかねホームは、これまでの生活ホームとグループホームの混在型から４ホーム 

全てがグループホームとなり、本体施設の近隣地域に転居したことで、サポートが 

よりスムーズになりました。その中で、それぞれのホームコンセプト（訓練型、通過型、多目的型）を明確にし、

入居者の将来に目を向けた支援を行なっていく準備が整いました。 

また、体験利用については、実籾、鷺沼の両ホームが現在利用可能となっております。個々の目的やニーズに

応じ、より多くの方に利用していただきたいと思います。各ホームの空き状況につきましては、お気軽にホーム

担当までお問い合わせください。                             （担当：渡辺） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜あかねホーム幕張＞ ＜あかねホーム幕張西＞ ＜あかねホーム実籾＞ ＜あかねホーム鷺沼＞ 

●所在地 

●定 員 

●目 的 

千 葉 市 習 志 野 市 

６  名 ５  名 

多 目 的 型 通 過 型 訓 練 型 



昨年度末から園内にインフルエンザが大流行し、今年度はあかね園開所以来、初めて欠席者 

が多数いる中で新年度を迎えることとなりました。 

３月中旬に園生から始まり、園生、職員が代わる代わるインフルエンザに罹り、４月中旬にようやく終息を迎え

ました。（体調不良者が数名出た時点でマスク着用の促しを行ないました） 

今回のことがあり、園内でも日々の「手洗い・うがい」「咳エチケット」の確認を行ないましたが、ご家庭でも、 

微熱がある時や咳が続くなど、症状がある時は無理に登園させず、体調のチェックをお願いいたします。 

（担当：長田） 

あかね園では毎月２回、土曜日に太鼓、刺し子、絵画の文化サークルと、サッカーサークル 

        に分かれて余暇活動を行なっています。 

太鼓教室は船橋芝六太鼓の方を講師としてお招きし、「夏祭り」や「大東京音頭」、「きよしのズンドコ節」等の

曲を、納涼祭での発表に向けて練習に励んでいます。絵画教室も地域の講師の方をお招きし、季節にあったテー

マで作品を描き、コンクール等への出品も行なっています。昨年は「ふなばし百景コンクール」に参加し、１名

優秀賞を受賞しました。刺し子教室は保護者の方を講師として、参加者どうし会話を楽しみながら活動を行ない、

バザー等での販売も行っています。サッカーは習志野市のＮＢＳという団体のご協力の下、地域の小学校等のグ

ラウンドをお借りして、練習の指導をしていただいています。また、年に数回千葉県障害者サッカー連盟主催の

大会に出場しています。 

毎回、文化サークルは約５０名、 

サッカーサークルは約２０名の方が 

参加しています。今年も参加者の皆 

さんに楽しんでいただけるよう取り 

組んでいきますので、よろしくお願 

いいたします。  （担当：吉原） 

 

今年度も、職員のスキルアップのため全体研修と個別研修を行い、利用者のニーズに 

           応じた良質のサービスが提供できるように、専門性と個々の能力の向上に努めていきた

いと思います。職員全体研修は、毎月第３水曜日の午後を予定しています。研修日は利用者の皆さんは給食を食

べずに半日で降園になりますが、ご理解とご協力をお願いいたします。また、個別研修はそれぞれ必要な時期と

内容により外部研修も利用しながら行ないます。                     （担当：高師） 

 

＜平成２６年度 全体研修予定＞                 ＊８月・１２月の研修はありません 

４/１６ 法律・制度・運営に関する研修会  ９/１７ 防災に関する確認・訓練 

５/２１ 利用者支援についての勉強会  １０/２２ 他施設見学 

６/１８ 他施設見学  １１/１９ 保健についての勉強会 

７/１６ 外部講師による研修会  １～３月 今年度の総括と次年度に向けての準備 

。 

 

梅 雨 
 

６月中旬頃から「梅雨」の季節になります。

天気予報を確認しながら、天気や気温に合っ

た服装を選びましょう。下記の注意点に気を

付けて、雨の日に備えましょう。 

 

食 中 毒 
 

梅雨から夏にかけて、食中毒が心配な時期に入ります。 

食中毒予防の３原則に気を付けて、予防していきましょう。 

また、食中毒の予防で基本的なことは「手洗い」です。 

正しい手洗いを身に付けましょう。 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

《服 装》 

・靴は防水のものを選ぶ（長靴等） 

 

《持ち物》 

・風の強い日は折り畳み傘より、 

しっかりとした長い傘にする 

・濡れた衣服を入れる袋  

・着替えの準備【靴下・Ｔシャツ】 

・濡れた体を拭くタオル 

①細菌をつけない 

→手洗いをしっかりする！ 

②細菌を増やさない 

→買ってきたもの、調理したものをそのままにせず、 

直ぐに冷蔵庫にしまう！（※冷蔵庫の中でも、細菌

はゆっくりと増殖するため、過信しない） 

③細菌をやっつける 

→食品はしっかりと加熱し、調理器具も熱湯をかけて

殺菌する。 

食中毒予防の３原則 



           ４月４日の総会は、インフルエンザの流行で急な欠席者もありましたが、３９名の方に 

ご出席いただき全ての議事が承認されました。さて、今年度も就労者親の会と協力して、 

園が円滑に運営されるための取り組みを行ないます。また、毎月の定例会ではバザーの 

準備等と併せてホームや仕事場の見学、就労や生活のお話し等という内容を予定し、この企画を通して園生の 

将来に向けた園と親の認識を共有したいと思います。ご協力をお願い申し上げます。 （保護者会会長 南部） 

          今年度も友の会は、皆様の支えを力に活動をしてまいりたいと思います。目下、会員継続 

と会費納入を保護者会、就労者親の会の皆様にお願いしている時期ですが、年々ご理解も深 

まり、順調に進んでいることをありがたく思います。今後ともどうぞよろしくお願いいたし

ます。さて、コンサートの準備も佳境に入っています。皆様にはチケット購入でもご協力お願いしていますが、

こちらも合わせてよろしくお願いします。どなたにも楽しんでいただける内容ですので、お誘い合わせてお出か

けください。また、年度末になりますが研修会も開催予定です。各会でも勉強会が充実していると思いますが、

友の会は誰にも共通のテーマでと考えていますので、内容などご意見・ご希望がありましたら是非お知らせくだ

さい。事務局に念願の新メンバーが加わりました。どうぞよろしくお願いします。     （友の会 中内） 

                ４月２５日、就労者親の会定期総会を開催。用意された全ての議案が承認 

され、会員数１３３名の大所帯となった親の会の新年度がスタートしました。 

過去にない７２名もの多くの出席者数は、あかね園への感謝と期待の大きさ 

を表すものと言えます。「誰かに頼る前にまず親ができることを精一杯する」という設立時からの“あかね園 

に集う”親たちの精神を今一度おなかに飲み込んで、今年も活発な活動を目指します。あかね園応援のための 

「バザー等のボランティア活動」と、働く子どもを支える家庭の役割をテーマにした「研修」の２本柱を活動 

の中心に据えて、仲間と手を携え元気に楽しく活気ある一年を過ごしたく思います。 

（就労者親の会会長 岡崎） 

４月１７日の給食は、自立班園生の 

リクエストメニュー、「ソーキソバ」 

でした。６月にも給食会議を行います。 

まだ出たことのないメニューのリクエ 

ストを楽しみにしています！ 

（担当：山﨑） 
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園の掲示板、ホームページを 
定期的にご確認ください 

 

○園の掲示板（本場２Ｆ事務所脇の廊下） 

には、各事業や保健・余暇関係等、最新 

情報が貼り出されます。 

 

○ホームページには、あかね園の取り組み 

内容をはじめ、インフルエンザの流行や 

震災等における被災・避難状況、バザー 

のお知らせ等の最新情報が掲載されます。 

 

インターネットで「あかね園」と検索 

もしくは 

http://www.akaneen.com/ と入力 

 

あかね園からのお知らせ 新職員紹介 ４月１日、新しく３人の職員が入りました。

よろしくお願いいたします。 

新人として気を引き締めつつ、常に明るくを 

モットーに一生懸命頑張っていきたいと思 

います。（伊藤佐紀：自立訓練事業） 

 

基礎となる所を学びながら、働くことの 

イメージをしっかりと持ち、そしてスキル 

アップの喜びを感じてもらえるような支援 

をしていきたいと思います。 

（本吉晋太郎：自立訓練事業） 

 

まだまだ未熟なところばかりですが、園生に 

負けず明るく元気に、自分なりの支援のかた 

ちを見つけていきたいなと思っております。 

（牧野涼：就労移行支援事業） 

 


