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令和４年度挨拶
常務理事　吉廣 賢二

写真：小規模多機能むさしのみなさんが作った桜の木



入所式&新入利用者紹介

小池慶明 Y.D

小沢茜里 冬木陽

音楽が大好きです。
希望園で頑張ります！

外作業頑張ります！

先生（支援員）の言うことを
聞いてお仕事頑張ります。お仕事、頑張ります

皆様のご活躍心よりお祈り申し上げます！

《食彩工房プラスワン入所》

《希望園入所》
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A1.ホワイトなイメージ
A２.障害者支援を9歳のころから
　　したかったから。
A3.ドライブ
　　２回ほどぶつけた
A4.犬と暮らすこと
A5.楽しく働けるよう頑張ります！

A1.職員同士の仲が良い
A２.国分寺市が地元！
A3.ご飯を食べること
A4.自炊
A5.頑張って生きています！

A1.アットホーム、若い職員が多い
A２.兄が知的障害者であるため、
そのような方々の生活を支える
仕事をしたかったから

A3.YouTubeを見ること
A4.筋トレ
A5.皆さんと一緒にお仕事ができる
ことを楽しみにしています。
よろしくお願いします。

A1.良い意味で会社っぽくない！
A２.「使用する資格」で検索
A3.サッカー、スケボー、スノボ
A4.国分寺のおいしいご飯をたくさん
食べたい

A5.「何事も全力で」がモットーなので、
なんでもがんばります。

A1.職員が面白い
A2.将来的には虐待を受けている子ども
の養護をしたいので、その経験として
障害の方と関わりたかった。

A3.寝る、食べる、韓ドラ、韓国のアイドル
A4.韓国語
A5.不安しかないですが、精一杯頑張り
ますのでよろしくお願いします！

A1.優しい印象
A２.姉が障害を持っていて、就職
活動をきっかけに、福祉の仕事
がしたいと思った。

A3.カラオケ、ゲーム
A4.お金をためて１人暮らし
A5.福祉を学んでいないので不安
ですが、よろしくお願いします。

A1.皆さんの仲が良さそう
A２.職場体験がきっかけで、福祉
　　関係の仕事がしたかった。
A3.音楽を聴く
A4.１人暮らしでも、しっかりご飯を
　　作りたい。
A5.ご指導のほどよろしくお願いし
　　ます。

帝京短期大学卒
加藤凪紗

地域共同生活支援センター配属

日本社会事業大学卒
松本桜

地域共同生活支援センター配属

日本大学卒
日野菜々実
小規模多機能むさし配属

青森県立保健大学卒
稲葉啓太
ワークセンター・さくら配属

日本児童教育専門学校卒
佐藤梨乃佳
放課後等デイサービス・ルーチェ配属

東海大学卒
齋藤南海

食彩工房プラスワン配属

文京学院大学卒
宮岡優奈

食彩工房プラスワン配属

Q1. けやきの杜の印象は？　　　Q2. この仕事を選んだ理由　　　Q3. 好きなことは？
Q4. チャレンジしてみたいことは？　　　Q5. 最後に一言！

新入職員紹介

インタビュー内容
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ご自宅までお迎えにあがります。

体調確認を行い、体調に応じた
サービスを提供いたします。

「歩くのは少し不安」という方でも安心して
ご入浴いただけます。車椅子のままでも可能です。

午前中は主に体操や合唱、
天気の良い日は外気浴を行います。

お花見、七夕、敬老会、クリスマス会など
四季折々の行事を、毎月様々企画していま
す。入浴でも、しょうぶ湯、柚子湯など、
かおりを楽しんでいただくこともあります。

ご自宅に伺い、掃除、洗濯、買い物の支援などご利用者のニーズにお応えいたします。

お弁当お届け

服薬支援

今号では、平成27年にオ
小規模多機能むさしをご

お迎え

健康チェック

入浴
レクリエーション

小規模多機能むさしの1日

訪問

小規模多
～徒然な

行事
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お食事の前に口腔体操
食彩工房プラスワンが作る食事を盛りつけ、刻み食・トロミ食対応いたします。
お昼・夕飯とひと手間加えて、提供しております。

メニュー例　ご飯　すまし汁　鶏肉のソース焼き　根菜の煮物　オクラとわかめの酢の物

午後は、創作活動や、散歩などにでかけます。

手作りのおやつなどと、
お茶を飲みながら、一息。

ご自宅までお送りいたします。

毎日　何の日（記念日）かを掲示し、道行く方との
コミュニケーションツールとして、大活躍

ープンして7年経ちました、
紹介します。

お食事

口腔ケア・静養

ティータイム

レクリエーション

お送り

地域との
コミュニケーション

むさし宣伝

機能むさし
るままに～
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令和 4 年 3 月 26 日。春の暖かな陽気に包まれる中、放課後等デイサービス  ルーチェでは「卒業生を
送る会」が行われました。本年度は三名のご利用者が卒業されました。会では卒業生主催で「箱の中身
当てゲーム」が行われました。在所生・卒業生ともに大盛り上がりでした。
在所生からはビデオレターや、いきものがかりの「ありがとう」を贈り、お祝いしました。
会の最後には、卒業生から在所生へ、放課後等デイサービス  ルーチェでの思い出や、四月からの社会
人生活への意気込みを話してくださいました。「四月からは社会人として頑張ります！」と力強く話す
頼もしい三人の姿に、成長を感じたと共に、これからの活躍を益々楽しみに思いました。
ご卒業誠におめでとうございます。みなさんの今後の活躍を、一同祈っております。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　井出 怜奈　　

小規模多機能むさしをご利用中のご家族（Aさん）にお話を伺いました

話す
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今年度、けやきの杜では
3名の方が成人されました！
おめでとうございます。

令和 3年度 け
やきの杜 成人式

新成人の皆さまご成人おめでとうございます。また一歩大人の仲間入りをされたこと心よりお祝い申し上げます。
新しい事に悩んだりすることもあると思いますが、一つ一つみんなと一緒に乗り越えて行ってください。
今回の成人式で私は式で流す動画作成のお手伝いと司会をさせて頂きました。式当日は、司会のリハーサルを含め
すごく緊張をいたしましたが、本番では動画に感動しつつ、進行も滞りなく進められ、皆様のお祝いができたこと
は本当に良かったです。

希望園・生活介護　片岡　夕

～担当職員からのメッセージ～

ご家族、利用者さん
皆でお祝いしました (^^♪

丸山 唯花 さん
地域活動支援センター虹

吉村 岳 さん
 ワークセンター・さくら

本 小百合 さん
希望園　就労継続支援 B型

生活リズムをくずさないように
早めに行動することを続けます。

決意表明
さくらのお仕事をがんばって
立派なおとなになります。

決意表明
すてきな女性になりたいです。
清掃の仕事もがんばります。

決意表明
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協力会規約に基づき６０１，３８３円のうち５０１，３８３円
｛１０万円（来年度へ繰越）を除く｝を本日、けやきの杜
本部会計に寄付いたしましたことをご報告いたします。

令和 4年３月 31日
社会福祉法人けやきの杜に協力する会

会長　前田昌良

１　協力会費　　　　　　　 　　 ２６０，０００円
２　協力会寄付金　　　　　　　  ２２５，０００円
３　生活支援事業基金　　　　　 　 ２５，０００円
４　利息　　　　     　　　　　   　　　　 　 ２円
５　郵便振込手数料    　　　　　 　  －８，６１９円
                     （前年度からの繰越 １００，０００円）

総　計　　                      　　　　 ６０１，３８３円

令和３年度社会福祉法人けやきの杜に協力する会報告

お　礼

協力会費の納入とご寄付ありがとうございます （令和３年12月～令和４年４月分）

【協力会会費】（敬称略）
〔５口以上〕塚田征夫／若松マサ子／有限会社IMプランニング代表取締役土手内勇介／無記名／伊藤孝一
〔２口以上〕吉廣賢二／大和通信機株式会社
〔１口以上〕川島章子／永野喜一／春口明朗／㈲さやか企画／鈴木薫／田家隆／土田禎子／去来川富男
【協力会寄付】（敬称略）〔20,000円〕株式会社アットホーム〔5,000円〕はんこ屋さん21恋ヶ窪店
○プルトップの収集にご協力いただいている皆様（敬称略）
（仮）ＮＰＯ法人緑の種【大串忠夫（葛飾区）、小谷豊(株)プリモトラベル（千代田区神田）】、
長野市・グループ「まちの縁側」代表塚田晃子、国分寺市長野県人会、国分寺市赤十字奉仕団、
国際文化理容美容専門学校国分寺校、佐藤和秋（戸倉）、スナック小藤（本町）、(有)浅見畜産（本町）、
増井品子（高円寺）、内藤享子（世田谷・赤堤）、オフィスマエダネゴ、西本頼雄（大田区東雪谷４丁目）

社会福祉法人けやきの杜へのご寄付ありがとうございます

【寄付金】（敬称略）〔100,000円〕匿名／〔20,000円〕匿名

年度末にあたり、本日社会福祉法人けやきの杜に協力する会から、協力会費、寄付金等の総計５０１，３８３円を受
領いたしました。いただきましたご寄付はご主旨にそって有効に使用させていただきます。これもひとえに、けやき
の杜に協力する会を通じてご寄付いただきました皆様方の厚情の賜であり、この誌上をお借りして厚くお礼申し上げ
ます。                                                      令和 4年３月 31日　　社会福祉法人けやきの杜　理事長　神原富美子

今年も、新たな門出を祝うように園庭のさくらがき
れいに咲いていました。この2年、感染予防に努める
日々を続けながら、早く前のような日常生活が戻る
よう皆で力を合わせてきましたが、皆様はどのよう
に過ごされていますか？けやきの杜は今年度も、新
入所のご利用者、新規採用職員が入職し賑やかに新
年度を迎えることができました。今年度も広報誌を
通して、けやきの杜の様子をお届けいたします。今
号の作成にご協力いただいた皆様、ありがとうござ
いました。木村

今年もコロナの影響で行事がなかったのですが、
令和４年度は楽しい風景をお届けできるように
と願います。購読いただいている皆様、ありが
とうございます。鈴木七重

この一年、広報誌に携わらせていただきましたが、
けやきの杜の皆様の様子や笑顔をお伝え出来た
のなら幸いです。原稿を寄せて下さった皆様に心
よりお礼を申し上げます。眞崎

けやきの杜に入職し一年が経と
うとしています。初めて広報誌
に携わり、記事作成をする中で
様々な事業所を私自身が知る良
い機会になりました。
今後も新たな発見ができること
を楽しみにしています。記事の
作成にご協力くださいました皆
様に感謝申し上げます。岡村

広報誌を秋、冬、春と作成させていた
だき、改めて法人と深く関わり学ぶこ
とも多くありました。新しく事業所が
増えたり、建て替えがあったりと変
わっていく姿を伝える中で変わらない
こともあり、ご利用者の笑顔や地域で
暮らしていく姿なども伝えることがで
きました。広報誌作成にご協力して下
さいましたすべての皆様、ありがとう
ございました。矢口

編集
後記
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