
 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

当法人は、

ーム「サンハイツ」の運営を開始しました

背景には、糸魚川市精神障害者家族会より精神障がい

象としたグループホーム設置の陳情が

と、糸魚川市所有の高齢者共同住宅

に空き部屋が出たことから、そのスペースを

タートしました。

 この度、更なるグループホームへの

障がいをお持ちの方の安心、安全な生活の場を提供する

ため、糸魚川市並びに地域の皆様からご理解とご支援を

いただき、糸魚川市寺町地内に移転新築致し

また、宿泊体験機能の部屋も

生活を望まれる方や、グループホームの雰囲気を感じてみたい方、

ご家族から少し離れて生活してみたい方等の利用を想定していま

す。グループホームでの宿泊体験を通じて、「地域での暮らしへの

移行」や「より良い地域での暮らし」に貢献できるようなサポー

トができればと思っております。

平成 31 年

開始となります

をお持ちの方の自立と社会参加の促進に

ムになるように努力をしていきたいと思います。

皆さまのご理解・ご協力に心より感謝申し上げます。

よろしくお願い致します。
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つくし工房・つくしﾜｰｸﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ（分場）

 オリジナルの模様を入れた「サブレ」を発売しま

した（1枚

校章や校字、企業団体のサブレ、入学卒業などのお

祝いの時に使用できる「祝サブレ」があります。日

本の伝統和紙「渋紙」を型抜きし、生地の上に置い

て、あんこを刷りつける「刷り込み」という方法で

製造しています。日頃お世話になっている地域の方

とのつながりを大切に、広く一般市民の方にもご利

用いただける商品開発をめざしていきます。

つくしワークショップスペース

つくしワークショップスペースは平成

り定員の変更を行い、就労継続支援

労継続支援

A 型はお弁当作りに一生懸命取り組んでおり、販売

数の増加を目指しています。就労継続支援

用者定員が増えたので工賃向上を目標にミシン作業

や施設外就労など、新たな作業の開拓を行いました。

取り組まれた利用者の方からは「毎日通所して頑

張りたい。」「施設外の作業は交流もありいい。」との

声がありました。平成

数の増加と作業工賃向上を目標に利用者の皆様と一

緒に頑張っていきたいと考えております。

つくし工房・つくしﾜｰｸﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ（分場）

オリジナルの模様を入れた「サブレ」を発売しま

枚 120 円）。現在は上越地域の

校章や校字、企業団体のサブレ、入学卒業などのお

祝いの時に使用できる「祝サブレ」があります。日

本の伝統和紙「渋紙」を型抜きし、生地の上に置い

て、あんこを刷りつける「刷り込み」という方法で

製造しています。日頃お世話になっている地域の方

とのつながりを大切に、広く一般市民の方にもご利

用いただける商品開発をめざしていきます。

つくしワークショップスペース

つくしワークショップスペースは平成
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労継続支援 B型が 10 名となりました。就労継続支援
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や施設外就労など、新たな作業の開拓を行いました。

取り組まれた利用者の方からは「毎日通所して頑

張りたい。」「施設外の作業は交流もありいい。」との

声がありました。平成

数の増加と作業工賃向上を目標に利用者の皆様と一

緒に頑張っていきたいと考えております。
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オリジナルの模様を入れた「サブレ」を発売しま

円）。現在は上越地域の

校章や校字、企業団体のサブレ、入学卒業などのお

祝いの時に使用できる「祝サブレ」があります。日

本の伝統和紙「渋紙」を型抜きし、生地の上に置い

て、あんこを刷りつける「刷り込み」という方法で

製造しています。日頃お世話になっている地域の方

とのつながりを大切に、広く一般市民の方にもご利

用いただける商品開発をめざしていきます。
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つくしワークショップスペースは平成
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本の伝統和紙「渋紙」を型抜きし、生地の上に置い

て、あんこを刷りつける「刷り込み」という方法で

製造しています。日頃お世話になっている地域の方

とのつながりを大切に、広く一般市民の方にもご利

用いただける商品開発をめざしていきます。 
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数の増加と作業工賃向上を目標に利用者の皆様と一

緒に頑張っていきたいと考えております。 

つくし工房・つくしﾜｰｸﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ（分場） 

オリジナルの模様を入れた「サブレ」を発売しま

つの高校の

校章や校字、企業団体のサブレ、入学卒業などのお

祝いの時に使用できる「祝サブレ」があります。日

本の伝統和紙「渋紙」を型抜きし、生地の上に置い

て、あんこを刷りつける「刷り込み」という方法で
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好望こまくさ・ひまわり作業所（分所）
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す。傘は壊れたら捨てる「使い捨て」ではなく、

スタイルを提案することで、一人ひとりができる身

近な取り組みとして考えます。好望こまくさでは、

傘からホネを外し、洗ってアイロンをかけます。布

を傷つけないように丁寧に作業をしています。取り

外した布は、新潟へ送り製品に加工されます。「

de core

ます。糸魚川市の環境フェアに参加して販

た。ささやかではありますが、

地球を大切に、物を大切に

してまいります。
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を掲示し、これまでのバタバタまつりの歴史を振り

返りました。

オープニングイベントでは、こまくさカラオケサ

ークルのみなさんによる「ルパン音頭」の披露が行

われ、おまつりを一層盛り上げてくれました。来年

も皆様に楽しんでいただけるよう充実した内容を考

えていきますので、よろしくお願い致します。
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を掲示し、これまでのバタバタまつりの歴史を振り
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ークルのみなさんによる「ルパン音頭」の披露が行

われ、おまつりを一層盛り上げてくれました。来年

も皆様に楽しんでいただけるよう充実した内容を考

えていきますので、よろしくお願い致します。
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グループホームつくしの里

GH つくしの里では今年度、新しい入居者が入り、

親睦会・忘年会を兼ねて

した。外食に行く機会がほとんどないためか皆さ

ん、とても楽しみにしておられました。富寿司でご

馳走を食べ、皆さん大満足されていました。

食事会の他、お誕生会もしていますが、今後も入

居者の皆さんが生活の中に張り合いや楽しみがも

てるような活動を考え、計画していきたいと思って

います。
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をかけずにカワイイものを作る」をテーマに、

円均一などで材料をそろえてアクセサリーや

の雑貨などを作っています。男女問わずの参加では

ありますが、かわいらしい作品を作ることが多い
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あいと
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録される女性も増えていま

す。 

物づくりを通し、友達作

りや人と一緒に過ごす楽し

さを感じる機会にもなっているようです。

動に参加することで自信をつけ、自分のしたいこと
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平成 30 年度第１回法人研修では、淑徳大学

‐不完全さから生まれる可能性‐」をテーマに研修を行いました。

利用者（他者）の感情表出

を自覚しながら感情表出していくこと、その相互のかかわり合いが

大切であることに改めて

影響し合っていることを理解し、多様性を

支援者として自身の不安や課題とどう

機会となりました。
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などご寄贈いただきました。 

より感謝申 

 

工賃について 工賃が時給

すぎる。このことに対し

て職員はどのように考え

ているか。経費など掛か

りすぎではないか。もっ

と増やしてほしい。

施設に対して 関係機関より、

るがなかなかつながらず

連絡が取りにくい。

に対し 興奮された利用者が壁を

蹴り、自分も被害にあう

のではないかと怖かっ

た。 

※一事業所一つずつ掲載しています。他の内容については

ご寄付いただいた順）

新潟県労働金庫様、

等の物品を多数頂戴しました。   

まあるいこころで共ににっこり

、事業内容や日頃の施設で

ュース、バタバタ新聞等の機関紙、ホームページ、

ご不明なところがございました

      

佐藤
さ と う

俊 一
しゅんいち

 教授を講師に迎え、

‐不完全さから生まれる可能性‐」をテーマに研修を行いました。

にし、また支援者も自身の感情

を自覚しながら感情表出していくこと、その相互のかかわり合いが

気付くことができました。そして、

受け止めていくことや、

続けていくか学ぶ

苦情内容 

工賃が時給30円であり安

すぎる。このことに対し

て職員はどのように考え

ているか。経費など掛か

りすぎではないか。もっ

と増やしてほしい。 

関係機関より、電話をす

るがなかなかつながらず

連絡が取りにくい。 

興奮された利用者が壁を

蹴り、自分も被害にあう

のではないかと怖かっ

内容については取りまとめ次第

ご寄付いただいた順） 

様、BSN 愛の募金、

まあるいこころで共ににっこり、こころの理解

（福）上越つくしの里

施設での活動をご

ュース、バタバタ新聞等の機関紙、ホームページ、Facebook

ございましたら、お気軽にお声掛けください。

   （法人広報開拓部会

教授を講師に迎え、

‐不完全さから生まれる可能性‐」をテーマに研修を行いました。 

にし、また支援者も自身の感情 

を自覚しながら感情表出していくこと、その相互のかかわり合いが 

そして、互いに 

受け止めていくことや、 

続けていくか学ぶ 

円であり安

すぎる。このことに対し

て職員はどのように考え

ているか。経費など掛か

りすぎではないか。もっ

 

面談し、再度工賃について説明し職員も残念に思

っていることを伝える。前年度の実績も伝えつつ

今後の工賃目標を話す。また利用者の負担感も考

え作業確保を行っていることを説明。経費につい

てもほとんどかかっていないことを伝え、皆で節

約する必要があることをお願いする。

電話をす

るがなかなかつながらず

 

相談の電話等で電話が長引くことがあるため、長

くなる相談の場合は面談や訪問などを提案させ

ていただき

うにする。

興奮された利用者が壁を

蹴り、自分も被害にあう

のではないかと怖かっ

利用者に施設利用のルールを確認した。

には、

職員は、体調の変化を見過ごさないように気を配

る。 

取りまとめ次第ホームページ

愛の募金、川室優様、

こころの理解を求めて

福）上越つくしの里

活動をご紹介しております。

Facebook 等においても情報を更新しております。合

、お気軽にお声掛けください。

法人広報開拓部会

教授を講師に迎え、「個々の独自性を尊敬

面談し、再度工賃について説明し職員も残念に思

っていることを伝える。前年度の実績も伝えつつ

今後の工賃目標を話す。また利用者の負担感も考

え作業確保を行っていることを説明。経費につい

てもほとんどかかっていないことを伝え、皆で節

約する必要があることをお願いする。

相談の電話等で電話が長引くことがあるため、長

くなる相談の場合は面談や訪問などを提案させ

ていただき、なるべく電話が繋がりやすくなるよ

うにする。 

利用者に施設利用のルールを確認した。

は、障がい特性について説明し理解を求めた。

職員は、体調の変化を見過ごさないように気を配

 

ホームページに掲載させていただきます

優様、その他、

求めて」の気持ちで行きましょう

福）上越つくしの里医療福祉協会

しております。また、つくしセンターニ

等においても情報を更新しております。合

、お気軽にお声掛けください。

法人広報開拓部会 山本、渡辺、

「個々の独自性を尊敬

対応 

面談し、再度工賃について説明し職員も残念に思

っていることを伝える。前年度の実績も伝えつつ

今後の工賃目標を話す。また利用者の負担感も考

え作業確保を行っていることを説明。経費につい

てもほとんどかかっていないことを伝え、皆で節

約する必要があることをお願いする。

相談の電話等で電話が長引くことがあるため、長

くなる相談の場合は面談や訪問などを提案させ

、なるべく電話が繋がりやすくなるよ

利用者に施設利用のルールを確認した。

について説明し理解を求めた。

職員は、体調の変化を見過ごさないように気を配

に掲載させていただきます

その他、タオル、販売

の気持ちで行きましょう

医療福祉協会 理事長 

また、つくしセンターニ

等においても情報を更新しております。合

、お気軽にお声掛けください。今後ともご指導

、渡辺、小林、藤田、

「個々の独自性を尊敬する支援

面談し、再度工賃について説明し職員も残念に思

っていることを伝える。前年度の実績も伝えつつ

今後の工賃目標を話す。また利用者の負担感も考

え作業確保を行っていることを説明。経費につい

てもほとんどかかっていないことを伝え、皆で節

約する必要があることをお願いする。 

相談の電話等で電話が長引くことがあるため、長

くなる相談の場合は面談や訪問などを提案させ

、なるべく電話が繋がりやすくなるよ

利用者に施設利用のルールを確認した。他利用者

について説明し理解を求めた。

職員は、体調の変化を見過ごさないように気を配

に掲載させていただきます。 

タオル、販売用製品、

の気持ちで行きましょう。 

 川室 優 

 

また、つくしセンターニ

等においても情報を更新しております。合

ご指導ご鞭

小林、藤田、藤井） 

する支援

面談し、再度工賃について説明し職員も残念に思

っていることを伝える。前年度の実績も伝えつつ

今後の工賃目標を話す。また利用者の負担感も考

え作業確保を行っていることを説明。経費につい

てもほとんどかかっていないことを伝え、皆で節

相談の電話等で電話が長引くことがあるため、長

くなる相談の場合は面談や訪問などを提案させ

、なるべく電話が繋がりやすくなるよ

他利用者

について説明し理解を求めた。

職員は、体調の変化を見過ごさないように気を配

 


