
い  ず  み 

平成最後のクリスマス会・・・・・・・・・・・・・・１ 

節分豆まき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

寄附・補助・助成のお礼・・・・・・・・・・・・・・３ 

職員コラム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 

各班の紹介・・・・・・・・・・・・・・・・・・５、６ 

新入職員の紹介・編集後記・・・・・・・・・・・・・７ 

 

ＣＯＮＴＥＮＴＳ 

平成 31年 3月 20日   第 33号  

袖ケ浦学園 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テーマ 『節分豆まき』 

  

 

  



                       い ず み                     2019.3 

１                                                               社会福祉法人いずみ会 袖ケ浦学園  

平成最後のクリスマス会 
 

 

 
 

坊主も走り、年の瀬迫った平成 30年 12月 21日（金）、クリスマスには少し早かったのですが、平

成最後のクリスマス会が盛大におこなわれました。 

恒例の食事は、揚げ物のオンパレード、美味しいケーキにコーヒー、と豪勢なものでした。でも、

年に一度のクリスマス会ですから、カロリーなんて気にしません。プレゼントにカラオケにと、まさに

パーティーは大盛り上がり！ 

食後には、学園に導入した（当時はレンタルでしたが）カラオケマシーンで、「各班熱唱歌合戦」

と称したカラオケ大会を開催しました。今流行りの「USA」を熱唱する班、仮装がメインの班、自分が

歌った歌に感動し号泣してしまう班など、皆さまの素敵な歌声が響いていました。 

また、当日退所される利用者様の送別会も、クリスマス会の前におこなわれ、賑やかな宴の一日 

でした。                                                 高野 啓介 
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節分豆まき 

 

 

 

 

 

   

                                 

2月 1日（金）、今年も袖ケ浦学園に鬼がやってきました。 

鬼のお面やカツラをかぶった職員に、利用者の皆さまは豆ではなく、カラーボールを投げて、 

「鬼は、外！福は、内！」「鬼は、外！福は、内！」と大きな声を張りあげて、今年の福を呼び

込んでいました。そして最後に、「おかし、内！」と、お菓子をお腹に入れ、大満足のうちに豆

まきを終えました。                                増田 麻里子 
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日産化学株式会社袖ケ浦工場様、日本燐酸株式会社様、および労働組合様 

上記の皆さまは、福祉基金活動として、会社様と従業員様で積立をおこない、福祉団体への支援助

成等を実施されています。 

昨年度に続き、今年度は、ミニ耕運機とスヌーズレンセットを寄贈していただきました。 

【ミニ耕運機】 

 

 

 

 

 

 

          【スヌーズレンセット】 

 

鎌ケ谷市社会福祉協議会 歳末たすけあい募金配分金 

配分金額 : 30,000円 

  

配分内容 ： ロビー長いす 

   41,698円 

 

 

千葉県共同募金会 平成 30年度（第 68回）「NHK歳末たすけあい」助成【第 2次助成】 

助成金額 : 200,000円 

 

助成内容 ： JＯＹ ＳＯＵＮＤ  トータルヘルスケア支援機器 

音楽療養コンテンツ「健康王国」 933,660円 

「健康王国」は、カラオケだけではなく、い

ろいろな体操やレクリエーションのプログラム

があり、健康な方から高齢の方まで楽しめる

ので、大変使い勝手がよいです。 

 特に、ラジオ体操の方言バージョンがおも

しろく、とても人気です。 

 

 

 

 

袖ケ浦学園 家族会 

寄附金 100,000円 食堂用のテーブルと椅子を購入予定です。 
 

袖ケ浦市近隣の住民の皆さま 

衣類や毛布など、たくさんの寄附をいただきました。随時募集しておりますので、男性物の古着や毛布

がありましたら、寄附をお願いいたします。 



                   い ず み                    2018.3 
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職員コラム 

ますます好きになったサイダー 

昨年末に素敵なことが起こりました。大晦日の夜に娘から、「乾杯したい」と言われ、理由を尋ねると、

「今年は年女だったから、戌年にさよならしたいので家族で乾杯したい。」とのことでした。急遽家族で乾

杯をすることになり、冷蔵庫にあったサイダーでお祝いをすることにしました。家族でその年にあった出来

事や来年の予定について話をしました。 

今後も、家族の誰かが年男や年女になった年の大晦日に、お祝いをしていこうと皆で決めました。次

に娘が年女になった時には、息子が 20歳になるので、お酒でお祝いができることに気づきました。とても

感慨深く、嬉しくなり、飲んでいたサイダーまでが愛おしく感じました。 

自分には、今までいろいろな場面で飲んでいた飲み物が、大切な思い出となって残っています。気分

が落ち込んだときに好きな飲み物を飲むと、もう少し頑張れる気にな

ります。きっと 12年後に飲むお酒はさぞかし美味しく感じられ、自分

を勇気づける飲み物になるのだろうと思います。 

利用者の皆さまにも、それぞれ好きな食べ物や飲み物がありま

す。家族で過ごしたときに食べた物や飲んだ物には、心地よい思い

出がつまっているかもしれません。この学園で出会った物も皆さまに     

とって思い出の品になってくれると、素敵なことだと思っています。 

                                 平島 吉隆       

我が家の愛犬はペキニーズ 

ペキニーズという犬をご存知ですか？我が家には 3匹おります。犬を飼っているご家庭も多いと思いま

すが、ペキニーズはあまり見たことがないといわれる犬種です。 

この犬種は、中国の宮廷内で何世紀もの間、門外不出の聖犬として守られてきました。聖獣としての

威厳と、高貴な人々と寝食を共にする気品と優美さを兼ね備えた外貌であること

が、重視されたようです。日本でも、1970年代頃に、室内犬として多くのご家庭

で飼育されていたようです。 

私がペキニーズを飼い始めたのは 10年余り前ですが、最

近はその頃より登録犬数は増加しています。大きな頭と顔が

特徴的で、横顔は額から顎までが一直線を描いている鼻ぺ

ちゃです。もともとは長毛種ですが、お手入れの問題もあり最近はカットされているお

宅も多いです。我が家でも、2匹はカットせずに長いままにしていますが、散歩のとき

によく、「モップが歩いているみたい」と言われます。歴史的に

は高貴な犬種ですが、非常に愛らしく、表情も豊かで、飼育し

やすい犬種だと思います。これからもずっとペキニーズと共に暮らしていくと思い

ます。                                       山﨑 みどり 
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各班の紹介 

Ｇメン班通信  

今年度の最後の外出は、ボウリング大会を計画しました。 
久しぶりだったこともあり、利用者の皆さま、職員ともに、珍プレー好プレーが続出しました。気分

転換にもなり、とても盛り上がりました。 
自分のレーンに投球したのに、なぜか隣のレーンにボール

が転がっていた方や、2ゲームのアベレージが 124点と、職
員顔負けの成績の方など、皆さまたっぷり楽しみました。 
また、当日はバレンタインデーでしたので、女性 3名から

男性へチョコレートのプレゼントがありました。来月はお返
しを考えないといけません。 

 昼食は、アリオ市原のフードコートへ移動し、各自が食べたいものを選び、笑顔で美味しそうに食べ
ていました。 

昼食後は、長南町にある長福寿寺までドライブに出かけました。 
長福寿寺は、「願いが叶う、幸せを呼ぶ吉ゾウくんのお寺」で話題となったお寺
です。吉ゾウくんは御影石の一刀彫で、高さ 3.8m、重さ 8tも
ある日本最大級の石像です。吉ゾウくんの反対側には、奥さん
の「結愛(ゆめ)ちゃん」が鎮座しています。 
夫婦の法力は絶大とのことですので、お参りすれば必ずや吉報
が舞い込むことでしょう。 

外に出る機会が少ないこの季節、G メン班は元気一杯ボウリングで体を動かしまし
た。                               小髙 栄一 

       チャレンジ班 
 

 

 

 

          

  

 

今年度 2回目の外出は、「お手軽外出」というコンセプトで、木更津市の老舗東洋に食事に行きました。 

東洋では、円卓は２つと聞いていたので、それに合わせて利用者の皆さまと職員の席を決めていたの

ですが、いざ現地に着くと円卓は３つ用意されており、さっそく予定通りにいかなくなりました。しか

し、現在のチャレンジ班はそんなハプニングなど関係ないようで、落ち着いて行動してくれました。 

ボリューム満点の定食と熱々のチャーシューメンを、皆さまいろいろと工夫して召し上がっていらっ

しゃいました。気がついたときには、あっという間に１時間ほどが過ぎており、「みんな落ち着いたね

～」と職員がボソッと話していました。 

お腹が満たされた後は、袖ケ浦公園で梅を見て、池の周りを一周し、奥の遊具で遊んだり、食後のデ

ザートを食べたりして、春を満喫して帰ってきました。                関塚 守克 
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各班の紹介 

 

ステップ班は、姉ヶ崎のマクドナルドへ昼食を食べに出かけました。ボリューム満点のハンバーガーを

堪能しました。その後、袖ケ浦公園で散歩をする予定でしたが、当日は雨だったので、ドライブに行きま

した。悪天候のため、綺麗な景色は見えませんでしたが、次回の外出に、晴天を願うステップ班でした。                                                         

 西井 樹 

                                      

にっこり班 
  にっこり班では、二つのグループに分かれて、姉崎

神社と成田山新勝寺に参拝へ出かけました。 

利用者の皆さまは、どんなお願いごとをされたのでし

ょうか？きっと、美味しい食べ物がたくさん食べられます

ように……でしょうか？(笑) 

帰りに、大盛りのオードブルやフードコートでの食事

と、それぞれたくさん召し上がっていらっしゃいました。

早速、お願いごとが叶ったかもしれません。 

暖かくなったらまた、外出を計画したいと思っていま

す。                        笹生 哲司 

ほほえみ班 
ほほえみ班の新しい取り組みである野菜の

栽培で、夏にはきゅうりとミニトマトに挑戦しま

した。そして冬には、なんときのこ栽培に挑戦

しました。 

家庭用のきのこ栽培キットを購入しました。

しいたけとエリンギを購入し、いざ栽培を開始

しました。無事成長するのか、乾燥してしまわ

ないのか、ドキドキしながら霧吹きで菌床を潤

す毎日でした。しかし、心配する暇もなく、ニョ

キニョキときのこは成長し、大変美味しくいた

だきました。              若井 春香 

 

 

ステップ班 
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笹生生活支援員に、待望の第 2 子が誕生しまし

た。陸仁（りくと）くんです。 

【生活援助事業（グループホーム）新築

工事の地鎮祭をおこないました。】 

 

平成 31年 3月 10日（日）、袖ケ浦市

横田にある生活援助事業（グループホ

ーム）開設予定地で、地鎮祭がおこな

われました。法人の役員や評議員の

方々にも参加していただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活支援員 蓑
みの

浦
うら

 典子
の り こ

 

昨年 12月に入職しま

した。まだ不慣れなとこ

ろもありますが、利用者

の皆さまと一緒に楽しく

元気に過ごしたいと思

います。よろしくお願い

いたします。 

〒299-0205 

千葉県袖ケ浦市上泉 1767-21 

社会福祉法人いずみ会 

URL：http://izumi-kai.com 

 

袖ケ浦学園 

TEL：0438-75-4585 

E-mail：izumikai@vanilla.ocn.ne.jp 

 

相談支援センター 晴（ハル） 

TEL：0438-97-5118 

E-mail：haru-soudan@kind.ocn.ne.jp 

【編集後記】

 
 

 

 

 

 

 「平成最後の……」という言葉を使えるのも
残りわずかとなりました。 

 平成最後の春、私はいちご狩りを楽しんでい
ます。まだ 2回しか行っていませんが、もっと
行きたいなぁと思っています。 

 いちご農園に行くだけではなく、自宅の庭に
いちごを植えたい……なんて思っていますが、
害虫対策などが大変らしいので、迷っています。 
 家でもいちご狩りができたら、楽しそうです
よね。             吉田 美紀 

 

↓ 一宮の近藤いちご園さんのいちご大福です。 

 
[広報担当職員]  吉田（美）・若井・西井・笹生 

 

新入職員の紹介 ♪赤ちゃんが生まれました♪ 

この度、次男が誕生し

ました。母子共に健康で

妻や子供に感謝していま

す。私自身もより一層責

任感を持って日々の業務

や支援に努めたいと思い

ます。引き続きよろしくお

願いいたします。 

       笹生 哲司 


