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「はじめまして」
はじめまして、平成 21 年度４月から「偕恵」の
施設長になりました「家田満男」と申します。
今年度４月に運営組織の若干変更があったので、
ご報告させていただきます。多門施設長は、
「横浜
市つたのは学園」の施設長を兼ねて「偕恵」の総合
施設長という立場になりました。
また、地域から通ってくる利用者の方達の事業所
の名称も「偕恵シグナル」となりました。その施設
長として「多田葉子」がなりましたので、併せてご
報告させていただきます。簡単にですが、私の略歴
を紹介させていただきます。前職は、厚木市七沢に
ある神奈川県総合リハビリテーション事業団の福祉
施設で３５年間知的障害者施設と身体障害者施設で
（写真左：偕恵シグナル施設長 右：偕恵施設長）
仕事をさせていただきました。リハセンターでは知
的障害者施設に長く勤めた関係もありますが、縁あってここ「偕 恵」にお世話になり、あらためて施設
入所の方たちの高齢化が深刻化していることを痛感させられました。
これからの施設機能も色々な意味で“Change”が求められているのだと思います。これからも、さ
まざまな形で地域の方々に支えられて行くことも多いかと思いますので、よろしくお願いします。
偕恵施設長 家田満男

｢偕恵シグナル｣の施設長となりました多田葉子です。
昭和 56 年、旧偕恵学園の時代からこの施設に勤めさせていただいております。
この間施設や利用者を取り巻く状況は、時代とともに大きく変わりました。長く施設で暮らしてきた方
たちが、
地域の中で普通に暮らすことができるようになりました。
そんな彼らの生活をサポートする中で、
あたりまえの暮らしというものが、
どれだけ地域の方々の有形無形のお力に支えられているかということ
をあらためて思い知った次第です。
私たち支援者である職員も、地域住人としての責任と自覚をきちんと持ち、地域で、また施設で暮らす
利用者の暮らしを支え続けていきたいと思います。
どうか私たちの取り組みを、
今後とも厳しく、
温かい眼で見守っていただきますようお願いいたします。
偕恵シグナル施設長 多田葉子
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『長津田の地でがんばっています。
』
今年の 4 月から社会福祉法人偕恵園で『横浜市つたのは学園』
という通所施設を指定管理者制度ということで 10 年間運営する
ことになりました。職員として支援員楠木・久保田・山内、総務
の岡と多門が異動しました。
長津田駅より徒歩 10 分もかからない便利な場所で長津田地区
センターと一緒に幅広い市民が利用する地域活動の拠点として、
職員一同がんばっています。社会福祉法人偕恵園の事業所ですの
で、のんびり、ゆっくり、人のあたたかさを感じられますように
ともに（偕）つくりあげていきたいと思っています。
横浜市つたのは学園 園長 多門敏夫

横浜市つたのは学園の利用案内
◎ 入園の対象となる方は、通園可能な 18 歳以上で、障害程度区分
3 以上の障害をお持ちの方です。
◎ 障害程度区分 2 の方でも、50 歳以上であれば利用ができます。
◎ 入所のご相談については直接つたのは学園にご連絡をいただくか、
担当のケースワーカーさんがいらっしゃる場合には、ケースワーカー
さんを通してお問い合わせいただいても結構です。
◎ 施設の空き状況については、直接つたのは学園までお問い合わせ下さい。
◎ 長津田駅および三ツ境駅に送迎バスを運行しております。
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＜外出の支援 居宅生活サポート
居宅生活サポート偕
サポート偕＞
小さいときに行った遊園地やデパート・・・。
仲の良い友達と外で遊んだこと・・・。
日常のあたりまえの買物や外食・・・。
行ってみたら、意外と楽しめたり、面白くなかったり・・・。
生活するために必要な・・・いろいろ。
何となく想像で自然を楽しんでみて、行ってみようかな・・・なんて。
行きたい！ 見たい！ 乗りたい！ やってみたい！
どこであきらめたりするのかな？ このごくあたりまえの想いを・・・。

偕恵園 「居宅生活サポート
居宅生活サポート偕
サポート偕」

は、こんな想いをかなえる

ところ。お一人お一人の個性豊かな外出の想いに応えています。お手伝いする人は、ガイドヘルパーさん！

．．．．
．．
．
し え ん
あなたと
とも（偕）につきそう支援―
―それがガイドヘルプサービスです。

行楽地で、電車やバスの中で、いま流行りの商業施設で・・・ 皆さんと同じごくあたりまえの楽しみを
感じている姿を見守ってください。障がいがあることを感じない社会であるために。

新人スタッフ
新人スタッフのご
スタッフのご紹介
のご紹介
4 月より新しいスタッフが 2 名入社しました。2 人とも女性で、また学校を卒業したばかりという初々し
さです。これからの彼女たちに期待したいと思います。では、これからは自己紹介をかねて少し質問をしたい
と思います。
初めまして。保坂奈緒で
保坂奈緒
す。3 月に幼児教育の専
門学校を卒業して偕恵
に就職しました。
好きなことは体を動か
すことと、風景を写真に撮ることです。これか
らも利用者の方との関わりの中で少しでもお
役に立てるように頑張っていきたいと思いま
す。

4 月より職員になりました
田中杏奈です。就職してか
田中杏奈
ら 4 ヶ月程たち、職場にも
だいぶ慣れて利用者さんと
の関わりを楽しみながら仕
事をしています。
まだ分からない事も多々ありますが、少しでも
みなさんのお役に立てるよう頑張りますので宜
しくお願いします。

Ｑ．入社のきっかけを教えてください。
Ａ．保坂：偕恵の求人を見て知的障がいを持った方への力になりたかったからです。
田中：短期大学時代に偕恵で教育実習に来て利用者の方とスタッフとの関わりがとても
良く入社しようと思いました。
Ｑ．入社後 4 ヶ月が経ち現在の心境は?
Ａ．保坂：大変なこともありますが、利用者の方に支えられて楽しく仕事ができています。
田中：日々の仕事で一杯一杯ですが利用者の方と接することで充実した毎日が送れています。
Ｑ．趣味はなんですか？
Ａ．保坂：アニメ(特にアンパンマン)が好きです。
田中：音楽です。短大時代にバンドを組んでいて、ベースを担当していました。
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偕恵からのお
偕恵からのお知
からのお知らせ
「もみじ祭
もみじ祭り」開催中止
開催中止の
中止のお知らせとお詫
らせとお詫び
障害者支援施設偕恵では、新型インフルエンザの感染拡大の状況
を受けまして 10 月 25 日（日）に予定しておりましたもみじ祭り
の開催を中止することに致しました。
毎年楽しみにお待ち頂いておりました多くの皆さま、バザー用品
のご提供等準備にご協力頂いた方々に心よりお詫び申し上げます。
ご理解のほど、何卒宜しくお願い致します。
もみじ祭り実行委員会

パートさん
パートさん募集
さん募集
★ 利用者さんと一緒に活動してくれるパ
ートさんを募集しています。知的ハンディを
持った方々と一緒に施設や近隣のケアホー
ムで、介護のお仕事をしてみませんか？
■年齢・経験不問・勤務日等は応相談！
受付：星崎（総務課）

居宅生活サポート
居宅生活サポート偕
サポート偕
★知的障害のある方への外出支援（ガイドヘル
プ）を行っております。ご利用、ご相談には懇
切丁寧に対応してまいります。日常あるいは特
別な外出の一助として、是非、ご活用ください。

ガイドヘルパーさん
ガイドヘルパーさん募集
さん募集
知的なハンディのある方への外出支援のお
仕事です。随時、募集しております。
受付：中橋

今後の誌面作りの参考にさせて頂き
たく、誌面へのご感想・ご意見等ござ
いましたら下記までお寄せ頂けます
ようお願い致します。
連絡先：kaikei@sand.ocn.ne.jp

短期入所・
短期入所・日中一時支援のお
日中一時支援のお知
のお知らせ
★ 在宅されている知的障害を持った方が、
一時的に施設をご利用頂く制度です。詳細に
ついては、下記、担当者までご相談ください。
受付：嶋貫（支援課）

古着・
古着・古布を
古布を回収します
回収します。
します。
ご家庭で不要となった古着・古布を回収さ
せて頂いております。お譲り頂いた古着・古
布は、工場用雑巾・海外輸出等に再利用させ
て頂きます（ファイバーリサイクル事業）
■回収日 11/27（金）
■回収場所及び連絡先 偕恵

