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Q１ てのひらCAFEオープン1周年おめで

気に入ってくださったお客様がお友達を

とうございます。

連れてきてくださり、そのお友達がまた

1年やってきていかがですか？

お友達を連れてきてくださったりと、口

「ありがとうございます。まず、スタッ
フみんなの笑顔が増えました。CAFEで働

コミで近隣に広がっている事がとてもあ
りがたいです。また、飲食してくださっ

き始め、通所施設ともう一つ自分の居場

たお客様がお土産にも目を向けてくださ

所が作れた感じです。地域の方も、自然
に店内に入ってきてくださり、ソフトク

り、買って下さる事が増え嬉しく思いま
す。」

リームを召し上がり「美味しい」との声
を頂いています。常連の方もできて、ス
タッフとの会話もとても弾んでいます。
しかし、従業員のお給料を一定額お渡し
するのには、まだまだ努力と時間が足り
ません。引き続き頑張っていきたいと思
います。
Q２ オープン当初と比べてお客さんは増
えましたか？
「看板やポスターなどの宣伝効果が弱い
と思います。しかし、そんな中でもお客
様は少しずつ増えてきています。CAFEを

▼社会福祉法人偕恵園▼
障害者支援施設 偕恵

偕恵シグナル
辻のあかり
サポート偕
ともしびショップ
偕恵いわまワークス
横浜市つたのは学園
特別養護老人ホーム

椿寿
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Q３ CAFE営業中にスタッフの皆さんと心掛け
ている事はありますか？
「まず、スタッフみんな仲良しである事。ての
ひらCAFEのスタッフは、チームワークが抜群
です！！皆さんの表情はいつも穏やかで、毎日
て の ひ らCAFE と シ グ ナル が 大 好 きな 事 が 伝
わってきます。」
Q４ 店長のおすすめのメニューを教えてくださ
い！

「断然ソフトクリームがオススメです！！北海
道生乳のソフトクリームで濃厚でありながら、
しつこくなく甘すぎずとても美味しいです。ま
た、コーヒーもオススメです。こちらのコー
ヒーはコーヒー工場と百屋のオリジナルコー

ヒーです。夏の時期はアイスコーヒーがとても
とても美味しいです。コーヒーメーカーではな
く、一杯一杯丁寧ドリップしています。ぜひご
賞味ください。もう一つのオススメは店内に置
いてある地域の障害者事業所、作業所のパウン
ドケーキやクッキーなど手作り商品です。この

Q５ お客様にてのひらCAFEでどんな時間を過
ごしてほしいですか？

商品はスタッフと職員が何度もお店に通い色々
試食をして、選び抜いた商品です！！

「障害者の施設だからとか、義理で来たからと

ぜひ、手に取って頂けると嬉しいです。
特に人気の商品は「社会福祉法人白根学園

かではなく、「てのひらCAFEの店内が落ち着く
から」「ソフトクリームが美味しくてやめられ

社

会就労センターのぞみさんのレモンパウンド

ない」など、てのひらCAFEを気に入ってくださ

ケーキ」です。このように、当事業所だけでは

り、ほっとできる空間であって欲しいと願って
います。

なく、近隣の施設にも支えられています。」

皆さまのご来店をスタッフ一同心よりお待ち
かわいい手描
きのメニュー
で、お客様を
お迎えします。

しています。

他事業所の製品も
販売しています。
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 スタッフからお話をいただきました

人気

利用者スタッフのコメント

おすすめメニュー！

ぼくは辻のあかりで働いてましたが、てのひら

第1位

CAFEでコーヒーを入れたくて、4月からてのひ
らCAFEのスタッフになりました。働けて楽し

北海道ミルク
ソフトクリーム

いです。夢は蝶ネクタイをつけてマスターにな
る事です。

Tさん

毎日食べても全然飽きないゾ！

ぼくは4月に他事業所から体の都合で、てのひ

 各自自己責任でお召し上がりください…

らCAFEに来ました。前の事業所は、坂道が多
くついていけなくなり、通勤が楽になるてのひ

2位

らCAFEに来ました。てのひらCAFEに来てよ

（ほうじ茶付き）

かったです。お客さんを迎えることが楽しみで
す。お客さんが話しかけてくれる事を楽しみに

和風のテイストが
また良し！

してます。適当に儲かるように頑張ります。
Kさん

3位

わたしはキッチンの中にいることが多いです。
茶碗を洗っています。テラスのお花を植えたり、
お客様の飲んだグラスやコップを片付けていま
す。楽しいです、頑張ります。

あんみつ

キャラメルパフェ
コーンフレークの
さくさく感が
とっても合います！

Tさん

お店を作るとき、看板を自分たちで作りました。

スタッフのコメント

ぼくはともしびショップでも働いているので、

1日1万円の売り上げを目標にします。常連

お客さんにも声をかけて、来て頂いています。
お水とアイスコーヒーとソフトクリームを用意

さんも増えて、利用者さん職員の名前覚え

しておりますので、どうぞゆっくりおすごしく

てくれて、励みになります。利用者(ス
タッフ)がいつもニコニコしていて、座っ

ださい。

ているだけで存在感があり、お店の雰囲気

Iさん

が良いと思います。すてきな雰囲気の良い
お店にしたいです。
Mさん

わたしたちが
お客様を

楽しくやらせていただいてい
ます。皆さんが協力してくれ
てありがたいです。いつもソ
フトクリームの巻き方をイ
メージトレーニングしていま
す。

Hさん

お客様が「緑が見えるところ
がいいですね」と言ってくだ

おもてなし
します

さっています。ホッとできる
お店であってほしいと思いま

す。
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Tさん

社会福祉法人偕恵園 創立50周年記念
社会福祉法人は偕恵園は、2018年で創立50周年を迎えました。

偕恵園
栁沢理事長
平成20年4月より偕恵園理事長に就任

おかげさまで偕恵園は、本年創立50周年を迎える
ことができました。これもひとえに当法人に関わっ
て下さった方々のご指導ご支援の賜物と深く、感謝
申し上げます。
「箱根山 駕籠に乗る人担ぐ人 そのまた草鞋を作
る人」
人は多くの人々の協力や支援を受けて生活していま
す。この言葉を利用者職員、支えて下さっている
方々に置き換えてみると偕恵園の理念。利用者の主
体性を具現化することに繋がっていきます。法人職
員一同で、この言葉を心に刻み、利用者の支援にあ
たることを望んで、50周年の挨拶とさせて戴きます。

偕恵園での仕事は、予定の時間より長くなり9年余りになってしまいまし
た。福祉施設の仕事に就いてもうどの位経ったのか忘れるくらい(50年には
なりません…)ですが、自分の履歴の中でも入所部門での仕事が長かったの
で、今の社会福祉本流の「地域移行」の流れにあってはもう化石状態かも
しれません。偕恵園の沿革をたどれば、現在の偕恵園本部のある場所が、
当時知的障害者更生施設「偕恵学園」から始まっているので、脈々とこの
場所で歴史を刻んできたと思います。今は、入所型施設は、本流にはなり
ませんが、入所機能は福祉を支えていく一翼として変わらない役割がある
と思っています。
平成29年3月末に施設再整備が竣工し、外側からはあまり目立ちません
が、手前味噌になりますが、内部は見違えるほどきれいにリニューアルさ
れました。福祉施設としてはとても地味な施設ではありますが、近隣のお
店や地域住民の方々にも様々な形でお世話になりながら、現在に至ってい
ることを考えると、本当に感謝の言葉しかありません。これからもこの場
所で歴史を刻んでいくと思いますので、感謝の言葉に恥じないように事業
を続けて行こうと思っています。

偕恵シグナル
多田施設長
平成21年4月より
偕恵シグナル施設長に
就任

偕恵
家田施設長
平成21年4月より
偕恵施設長に就任

創立50周年を迎えました。50年といえば驚くべきことに半世紀です。
長い時をかけ、私たちは人の命と暮らしを支てきました。しかし、支え
てきたと思っていたのは、実はとても不遜なことだったのかもしれませ
ん。私たちは、ここで暮らす、働く、高齢者やハンデキャップを持つ人
たちの、生きるエネルギーに動かされてきました。その手をつなぎ、
引っぱり、守ってきたはずでしたが、本当の役目は、社会とのつながり、
接点になるべきことだったのでしょう。この先、誰もが、どんな状態で
あっても、望む場所で、自分らしい暮らしができるようになれば、福祉
という言葉や仕組みが、この世からなくなるかもしれません。その時、
ようやくこの法人も、ゴールを迎えることができます。その日まで、私
たちは、手をつなぎながら、たくさんの人にバトンタッチを繰り返して
いきます。
これまでお世話になった皆さまに、心よりお礼を申し上げます。今後
とも私たち法人の歩みを見守っていただきますよう、お願いいたします。
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偕恵園 50 年のあゆみ
周年 年号

偕恵園のあゆみ

世の中のできごと

0

3月 社会福祉法人偕恵園設立
1968
6月 偕恵学園（入所施設）定員30
S43
名で開所

小笠原諸島返還、
3億円事件、
サッポロ味噌ラーメン発売
少年ジャンプ創刊
ブルーライトヨコハマや伊勢
佐木町ブルースなど、横浜の
ご当地ソングの流行

4

1972 4月 偕恵学園を増築して定員を50
S47 名に増員

沖縄返還、
札幌冬季オリンピック、
上野動物園にパンダ

8

1976 12月 通勤ホームを創設(グループ
S51 ホームの前身)

およげ！たいやきくんの大
ヒット
相鉄いずみ野線開業

13

1981 4月 全面改築し、入所60名、通所
S56 30名に増員

ピンクレディ解散
なめねこブーム

18

1986
4月 デイサービスの受入開始
S61

チェルノブイリ原発事故、
シートベルト着用義務化

22

1990 6月 隣接の四季の森公園内に「とも
H2 しびショップ四季の森店」を開店

東西ドイツの統一
「ちびまる子ちゃん」「渡る
世間は鬼ばかり」放映開始

6月 保土ケ谷区に「偕恵いわまワー
1991
23
クス」を定員60名（知的40名、身
H3
障20名）で開所

雲仙普賢岳で大規模な
火砕流
ソ連崩壊
バブル崩壊の始まり

28

4月 グループホーム2棟を旭区市沢
1996
町に設置
H8
以降市内に20か所を設置

たまごっちブーム、
プリクラの流行、
流行語大賞「アムラー」

35

2003 2月 「ふれあいショップクレヨン」
H15 を星川駅前「かるがも」内に開店

はやぶさ打ち上げ
世界に一つだけの花

36

2004 12月 移動支援居宅介護事業所「居
H16 宅生活サポート偕」開設

夏の猛暑、冬の寒波を始め、
台風、地震、噴火など災害の
多かった年

37

2005 4月 特別養護老人ホーム「椿寿」を
H17 定員100名で開所

ALWAYS三丁目の夕日
ちょい不良おやじ

3月 生活介護事業所「辻のあかり」
を定員20名で開所
2007 10月 新体系移行のため「偕恵いわ
39
H19 まワークス」は「生活介護ぷらねっ
と」（定員50名）と「就労継続Bメ
テオ」（定員20名）に

郵政三事業民営化
「どげんかせんといかん」
「そんなの関係ねぇ」
千の風になって

40

4月 新体系移行のため「偕恵学園」
2008
は「障害者支援施設偕恵」に、通所
H20
は「生活介護偕恵シグナル」に

ゲリラ豪雨、
アラフォー

41

2009 4月 横浜市つたのは学園を定員50
H21 名で横浜市から指定管理受託開始

「Butterfly」
「女々しくて」
新型インフルエンザの流行

47

2015 8月 偕恵シグナル「はれるや」運用
H27 開始

48

2016
偕恵 施設再整備完了
H28

2018
50
創立
H30

周年

上：初代園舎。2016年の再整
備直前まで使っていました。
下：その入口扉の前でのスナッ
プです。これから紙工作業
でしょうか。

相模原障害者施設殺傷事件
熊本地震
島根県西部地震（M6.1）
大阪府北部地震（M6.1）
平成30年7月豪雨
安室奈美恵引退
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上：1981年に全面改築。
このころ、まだ四季の森公
園はありません。大きな森
でした。
下：2016年に再整備で改築＆
増築

相談支援事業所シグナル
OPEN！
相談支援事業所ってなんでしょう？？？
障害のある方やそのご家族などから、不安なことや困りごとをお聞き
し、解決方法を一緒に探していく、それが相談支援事業所です。安心
して地域で生活できるよう、継続してサポートしていきます。もちろ
ん、個人情報の保護は守られます。
偕恵シグナルでは、平成30年度から相談支援事業所の指定を取り、
今、着々と相談支援の専門員が準備を進めているところです。
そこで、相談支援の流れや具体的な内容をお伝えいたします。
偕恵シグナルでは、4月1日に「指定特定相

が、ご本人の状況、ご希望、目標等を伺がった

談支援事業所 シグナル」をオープンいたしま

り（アセスメント）、ご本人のことをよくご存

した。聞いたことがない方がいらっしゃるかも

じの障害福祉サービス事業所の職員、今までか

しれない「指定特定相談支援事業所」とは、ど

関わりのあったケースワーカー等からもお話を

んなことをする事業所でしょう。

伺がったり（個別支援会議）します。これらを

これまでも国の制度とし

基に「相談支援専門員」が、どのようなサービ

てはありましたが、横浜

スを、どのような組み合わせで、どれぐらい利

市では、来年度以降に新

用するのかを検討して「サービス等利用計画

規で障害福祉サービス等

（案）」を作成します。

を利用するには「サービ
ス等利用計画（案）」の

作成した「サービス等利用計画（案）」は、

作成が基本的に必須とな

内容をご本人に確認をしていただき、問題がな

ります。

ければ区役所に提出します。区役所では内容を

この「サービス等利用計画（案）」は、自分で

見て障害福祉サービス利用の支給決定と受給者

作成することも可能ですし、「指定特定相談支

証の発行を行います。これにより正式な「サー

援事業所」に作成を依頼して、所属の「相談支

ビス等利用計画」として、それに沿って障害福

援専門員」が作成することも可能です。

祉サービス事業所からのサービス提供を受ける
ことができるようになります。

つまり、「サービス等利用計画（案）」を作
成する「相談支援専門員」が所属している事業

また、「指定特定相談支援事業所」には、

所が、「指定特定相談支援事業所」になります。 「サービス等利用計画（案）」を作成するだけ
ではなく、障害福祉
「指定特定相談支援事業所」に「サービス等

サービスの利用に関す

利用計画（案）」の作成を依頼するには、最初

る相談、障害のある方

に、「指定特定相談事業所」との契約をお願い

の日ごろの相談にもお

します。その後、作成依頼を受けた「指定特定

応えする役割もありま

相談支援事業所」に所属の「相談支援専門員」

す。
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現在、社会福祉法人偕恵園の障害福祉サー

援事業所」や「サービス等利用計画（案）」

ビスをご利用の方も、来年度以降に障害福祉

作成について、ご不明な点やご質問などがあ

サービスの支給期間が終了する場合には

りましたら、下記連絡先までご遠慮なくご連

「サービス等利用計画（案）」の作成が必須

絡ください。どうぞ、よろしくお願いいたし

となります。このため「指定特定相談支援事

ます。

業所

シグナル」では、今年度後半以降「相

談支援専門員」を配置して、順次「サービス
等利用計画（案）」の作成を行っていきたい
と思っています。
新しい手続きが始まり、ご理解を頂けない

「指定特定相談支援事業所 シグナル」

部分もあるかと思います。「指定特定相談支

045-951-3437（担当 若林、山内）

相談支援の流れ

7

偕恵・偕恵シグナルからのお知らせ
このたび、偕恵シグナルでは「横浜市障害者施設地
域活動等支援事業」に応募し受託しました。
この事業は、セミナーやイベントなどを通し、施設
の専門性や機能を広く地域に還元することで、地域
住民の皆さまに、障害に対する正しい理解をしてい
ただくこと、障害当事者の生活や余暇を支えること
を目的とする事業です。下半期より具体的に始動す
る、今後の予定をお知らせします。
地域の皆さまのご参加を、心よりお待ちしておりま
す。

居宅生活サポート偕からのお知らせ
★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。

2018年（平成30年）
10月27日（土）はれるや展（はれるや祭り）
10月28日（日）ワイワイビクス
11月1日（木）～30日（金）辻のあかり作品展
11月2日（金）３Ｂ体操
11月25日（日）ワイワイビクス
12月7日 （金）講演会、映画自主上映会等
12月15日（土）エアロビクス
12月21日（金）男声コーラス

【応募資格】
･･･下記のいずれかの資格をお持ちの方･･･
・介護福祉士
・介護職員初任者研修(旧ホームヘルパー2級)
・横浜市のガイドヘルパー研修を修了した方
【待遇】
・時給：1,000円～1,100円

2019年（平成31年）
1月19日（土）腹話術
1月27日（日）ワイワイビクス
2月24日（日）ワイワイビクス
3月2日 （土）音楽コンサート

・交通費支給(上限あり)
【お問い合わせ先】
連絡先045-951-3437

偕恵シグナル「はれるや」「辻のあかり」各事業所
を使って、開催します。
詳しくは、偕恵シグナル045-951-3437まで、
お問合わせください。

※平日の9:00-17:00にご連絡ください。

ボランティアさん募集！
★利用者さんと一緒に、仕事をしたり遊んだりして
楽しく過ごして見ませんか？
★年齢や経験は関係ありません。ご興味のある方は
是非一度遊びに来てください！
■連絡先045-951-3437

〈受付〉多田

短期入所のお知らせ
★知的障害をお持ちの在宅の方が、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。
■障害者支援施設 偕恵

支援部 〈受付〉南條

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
下さい。今後の誌面作りの参考にさせて頂きます。

発行：社会福祉法人偕恵園
編集：地域広報委員会
横浜市旭区上白根町783
TEL 045-951-3436
FAX 045-955-5261
E-mail kaikei@sand.ocn.ne.jp
http://kaikei-en.com

受付：矢島・中西
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