『なかよしネットワークの会』
会員さん募集
参加してください。

子育て講演会
演題1

予定

学校や保育園・幼稚園で楽しく
生活するために

21年前に保護者を中心に発足した『なかよしネットワー

保護者の方からの質問

クの会』も令和になって、新規一点みな様方と力を合わせ

7月第2土曜日

て、子ども達一人ひとりが自立し、人生において『仲間が

11時から12時30分

演題2

予定

いて、楽しい、感動した、一緒に頑張れた』と『もう一歩

会費1000円

障がいを持つ子どもの幼・小・
中・高校生・成人期の事例
10月第2土曜日
11時から12時30分

予定

自律性と自立性

予定

3月
13時30分から15時
会費1000円

「ひとこし施設公開」があります

12年念願の法人設立・平成13年ワークハウスドリーム開

法人が運営する事業を地域の方々に公開します。

と思います。これも

会費1000円

また、法人利用者と家族と関係機関が参加する法人のお祭りです。どなたでも参加でき
ます。

もよろしくお願いいたします。
今年度の目標
法人本部の修繕費と職員・保護者の勉強会を開催します。
是非

※

売

会員皆様方のご理解・ご協力・ご支

援をたまわりこれから進んで行きたいと思います。どうぞ

「なかよしネットワークの会」に参加してください。

年会費

5000円

会費の納入方法について…郵便振り込み及びご持参いただ

けますようお願いいたします。
《郵便振替》 00150-6-0426262 なかよしネットワークの会
●多機能型就労支援事業「ワークハウスドリーム」

一
越
会

○ 就労継続支援事業（Ｂ型）

定員

２５名

○ 就労移行支援事業

定員

６名

○ 生活介護事業

定員

６名

●児童発達支援「桑の木」

定員

１０名

●放課後等デイサービス「糸車」

定員

１０名

●放課後等デイサービス「ぱれっと」

定員

１０名

●共同生活援助事業「明日葉ホーム」

定員

２０名

「光和ハイツ（男子）」

「明日葉Ｓ（女子）」

「明日葉Ｔ（女子）」

「明日葉Ｕ（女子）」

店

ひとこしCool 出演
担当

キーマカレー
スープ
焼き鳥
ポップコーン
だんご
じゃがマヨ
パン販売
野菜
各種 和紙製品
雑貨

社
会
福
祉
法
人

１１:００～１４:００

設立し「乳幼児から成人の施設」を作る事でした。平成

組み、初心を忘れずに、より質の向上に努め歩ん行きたい

11時から12時30分

動作法事例報告

した。当初、『なかよしネットワークの会」の目的は法人

がら、利用者様や会員様が楽しめるようなイベントに取り

12月第2土曜日

演題4

６月１5日(土曜日)

健やかな生活を願って!!』の思いを伝えて活動して参りま

所し、時代のニーズに沿いながら⻑く続く法人に協力しな

会費1000円
演題3

ひとこしだより

発行：なかよしネットワークの会
協力：社会福祉法人 一越会
〒371-0016 群馬県前橋市城東町３丁目２０－３
TEL 027-260-6888 FAX 027-235-5801
令和元年5月15日

200円
100円
200円
100円
100円
100円
各種価格
各種価格
各種価格

曲

テキーラとブラジル
※

弁当販売部

学童と職員の有志

ぱれっと

桑の木

令和二年カレンダー注文承ります。
花と野菜・果物
一部 1300円

ラセーヌ

※お渡しは令和元年11月中旬になります。

農業部

令和二年 子どもの成長カレンダー
一部 3000円・二部 5000円

糸車

紙工部

各種価格

バザー : 日常雑貨
セダム

※お渡しは令和２年3月上旬になります。

ダンスを踊ろう

① みなんで踊ろう!!
「パプリカ」
肢体不自由児ふれあい交流事業 ② 桑の木ダンス
➂ 糸車ダンス
補助金を受けています。
④ ぱれっとダンス
➄ ドリームダンス

●計画相談事業「ひとこし発達相談室」(幼児・学童・成人)
●サポート事業
○ 前橋市移動支援事業「ヘルパーステーション
○ ステーション事業「サ－ビスステーション

ヘルプ２４」
ヘルプ２４」

○ 前橋市・高崎市日中一時支援事業（日帰りショートステイ）
○ 独自の療育活動・余暇支援・託児事業「フリーアート」

バザーやセダムの収益はドリーム本体の修繕費にあてさせていただきます。

予約で
す。

紙 工 部

La ＳＣÈＮＥ du ＲÊＶＥ（パン喫茶）
元号も令和になり新しい時代になりました。La SCÈNE du RÊVE
は3月・4月と売り上げも好調、イベントも立て続けでありまして
おかげさまで忙しくさせていただいています。4月のイベントは紙
遊様のチャリティーイベント・敷島マルシェ出店・モテコ様のク

ここ最近の農地では、種まきを良く行っています。通年栽培のレ

レインサンダースイベント・おいしいパン屋様の大和屋イベント

タスや小松菜の他、トウモロコシ、ネギ、オクラ、ズッキーニ、

等に参加しました。5月は群馬大学付属特別支援学校販売会・日産

枝豆、オカヒジキなど、多種多様な栽培を試みています。小松菜

イベント、6月はセルプイオンイベントの予定です。新商品も続々
リリースいたしますので今後ともよろしくお願いします。
毎週火曜日は勉強会
と清掃作業です。
接客練習や作業の向
上と普段できないと
ころの清掃を隅々ま
で行っています。

絵手紙教室を学び次年度のカレンター製作をに取り組んでいます。

紙工部では引き続き受注に応えられるよう週ごとに安定した生産
を行っていきます。利用者さんが行う紙漉きも量、質ともに向上
しており、その他にも任せられる作業が増えるよう働きかけてい
きます。和紙以外にもハガキや封筒等の生産能力を上げられるよ
うに取り組み、皆さんがより販売にも携われるように支援しま
す。また適宜体操を取り入れながら運動不足解消にも取り組みま
す。

や枝豆などは、畑に直接種をまいていますが、多くの野菜は苗を
育ててから畑に植えています。レタスやネギなどもその中の一つ
で、セルトレイと呼ばれる小さなマス目が１００以上あるプラス
ティック製の容器に種をまいています。以前は、数ミリしかない
種も、指先で取ってマス目に一粒づつまいていましたが、種が小
さいと上手くまけません。場合によっては、一つのマスに種を沢
山入れてしまう事が多々ありました。ただ、最近では、楊枝を利
用する方法を取り入れ、効果的に一粒づつまく事が出来るように
なりました。楊枝の先端を水に浸すと種がくっついてくれるので

弁当販売部

す。まだ、苦手という方もいますが、作業のやり方次第で、みん
なが出来る仕事の幅が広がる事は、非常にうれしい事です。少し

弁当部の日々の作業は、弁当箱や食器類、コンテナの洗浄、盛り

細かな話をしてしまいましたが、今後も工夫をしながら、仕事が

付けなどを行っております。昨年度は、弁当部の従業員さんのな

出来たら良いなと思います。

かから、一般就労を目指していた2名従業員さんを送り出すことが
できました。今年度も就職活動をしている方も、実習に積極的に

農 業 部

参加し、他の部署から新しい従業員さん2名加わり、7名で毎日の
作業を頑張っています。
6月から、おにぎり販売も再開しようと、試作・練習を行っていま
す。従業員さん・職員みんなで頑張っておりますので、楽しみに
していてください。
6月の催し、施設公開では、弁当部は、キーマカレー・焼き鳥・オ
ニオンスープ・ジュースを販売する予定です。みんなで気持ちを
込めて一生懸命作りますので皆様お越しの際はぜひご利用くださ
い。お待ちしております。

生活支援部

以前は施設外と内職という区分でしたが、それらを総称し「受託
作業部」として4月よりスタートしました。施設外では、それぞれ
の方々が日々清掃作業に取り組んでいます。自分たちで分担場所

４月から新しいメンバーが1人増え、７人で今年度も頑張りはじめ
ております。紙漉作業では前回に引き続きコーヒー専門店さんと
ﾗ･ｾｰﾇのコースター作りを行いました。作業は大きな問題も無くみ
んな順調に取り組む事が出来ました。（小売りも行いますのでお
問い合わせください）暖かくなって来たので、少しでもお散歩等
で外に出たりして運動不足を解消していけたらと思っています。
空き缶処理作業も力を入れて行っていこうと思っております。
ペースがゆっくりなので中々沢山は出来ませんが頑張っていきた
いです。段々と空き缶が少なくなってきました。アルミ缶があり
ましたら、持ってきていただけると幸いです。

を確認しながら何も声を掛けなくても個々で協力し合い、自発的
に仕事が進められるようになってきました。丁寧な作業をする事
を心掛け、取引先の力になれるように頑張っていきたいです。
暑さや寒さ、寒暖差の大きな中での清掃作業は大変ですが、これ
からも施設外では、誰が見ても綺麗な清掃を目指し頑張って行き
ます。内職では、受託された作業や空き缶、シュレッター等の作
業など、こちらでも日々仕事に一生懸命取り組んでいます。それ
ぞれが自分の仕事に自信を持ち、働けるように指導していきたい
と思います。

受託作業部

高校・中学へのご入学、ご進級おめでとうございます。糸車から小
学生3名と中学生1名を迎え高校生7名、中学生11名、小学生3名7の

糸

車

とうもろこしの
種まき

日の親子での顔合わせでは自己紹介や陣地取りゲーム、積み木を高

計21名で活動を行っていきます。よろしくお願いします。4月2日に

く積んでいくバランスゲーム等を行いました。新しい顔ぶれになり

新年度の顔合わせを行いました。高学年の友だちが新しく入った友

賑やかにスタートしました。また、農地の一角をお借りして施設公

だちにぱれっとにある道具の場所や使い方を教える場面が見られま

開で販売するジャガイモの種植えを行いました。穴を掘ったり、種

した。自己紹介の後にお楽しみ会をやり、友だちや職員との交流を

芋を植えたり、土ををかぶせたりと普段なかなかできない体験にわ

深めました。4月13日は⾚城山南面千本桜を見に行きました。過ごし

くわくしながらも真剣な表情でした。収穫やじゃがバターやさんを

やすい気温でちょうど満開だったこともあり、県内外からたくさん
の観光客が訪れていました。子ども達も人の多さに驚いていまし
た。世界各国の桜があるエリアでは色や形の違いを見比べている子
どももいました。広場では猿の芸を間近で見ることができ、声を出
したり拍手をしたりして楽しむことが出来ました。

ぱれっと

今年度は新しいお子様が6人加わり、登録が20人になりました。初

今年度、糸車は2名の新1年生を迎えて、計２０名でス
タートしました。4月１日に顔合わせを行ない、自己紹
介とゲームをして過ごしました。自己紹介では「○○を
がんばりたい」と目標を言える子もいました。ゲームで
は、新聞のボールを相手陣地に投げ込むという新しい
ゲームに挑戦し、汗だくになって盛り上がりました。た
くさん笑顔が見れた顔合わせになり、この調子で１年間
過ごせたら…と思います。また、今年度は農地でトウモ
ロコシを育てることになりました。まずは、とうもろこ

楽しみにしている様子です。ご協力お願い致します。5月11日(土)12
日(日)で⾚城⻘少年交流の家で親子合宿を行いました。土曜のみの
参加予定のご家族が6組、宿泊の参加予定が5組です。ミニ運動会や
勉強会、親子遊びなどの活動を企画しております。参加していただ
ける皆様に楽しんでいただけるよう職員一同努めてまいりたいと思
います。今年度も、皆様に楽しんでいただけるような行事や活動を
企画していきたいと思います。本年度もよろしくお願い致します。

桑 の 木

しを発芽させて苗を育てるところから始めています。毎
日、子どもたちが水やりを行い、現在２本の芽が出てき
ました。「どれ？」と興味津々でのぞき、水やりも人気
いつもご利用いただきありがとうございます。30年度は新規の方がたくさん増え、
定期的にご利用していただいたり、宿泊でのご利用もあったり、土・日曜日の依頼
も増えた1年でした。今年度も職員一同会えるのを楽しみにしております。
今年も寄託金をいただけることになりました。利用者さんたちが楽しく過ごせるも
のを購入し、ヘルプ24に来るのが楽しくなるようなものを用意したいと思います。
先日はさくらがキレイに咲いていたので、移動支援で公共機関を使いお花見に
出掛けてきました。時期も丁度良く満開の桜を友達同士で楽しく見ることが出来ま
した。お買い物支援のときもいろいろな花が咲いているのをみて、「パンジー
だ！」「チューリップだ！」「キレイに咲いているね」など話しが盛り上ります。
また、1年の行事が気になるようで「今度の旅行はどこかなぁ」「ボーリング大会まで
にまた練習するんだ」「新しい人と仕事してる」など話題が次々に出てきて職員も
楽しく聞いています。

明日葉男子寮

ヘルプ24

さわやかな風が心地よい季節となりました。日頃より、モニタリン
グ等にご協力いただきましてありがとうございます。
今年度、ひとこし発達相談室では、福祉サービス事業所との連携は
もちろん、医療・保育・教育機関との連携も強化し、各方面と情報
共有を図りながら、利用者様とご家族の支援をさせていただきま
す。なにかお困りのことがありましたら、些細なことでも構いませ
んので、各部署の責任者や相談員にお気軽にご相談下さい。

です。苗が大きくなったら、みんなで農地に植えに行く
予定です。夏祭りでのトウモロコシ販売を目標にしてい

じゃが芋植え

ますので、楽しみにしていてください。今後、他にも行
事を予定しています。ご協力をお願いいたします。

明日葉男子寮は城東小学校の隣にあります。校庭の桜の
花も満開できれいでしたが、今はもうすっかり葉桜に
なっています。今年は暖かくなったかと思うと急にまた
寒くなって雪が降ったりと寒暖差が大きく、片付けかけ
たストーブをまた出してきたり利用者の健康管理にも気
をつかいます。先日は利用者のみんなでファミレスに行
き、夕食会を行いました。それぞれに好きなもの（ハン
バーグ系が人気メニューですね）を注文しておしゃべり
をしながら楽しいひと時を過ごしました。次回はどんな
店に行くかはみんなの宿題です。

ひとこし発達相談室

明日葉女子寮
明日葉ホーム女子寮は、現在10の利用者の方が生活しています。毎
日ホームから仕事に出かけ夕方帰ってきます。帰ってくると食事、
お風呂、掃除や買い物など思い思いに過ごしています。先日は避難
訓練を行いました。小⾬のなか大変でしたがみんな一⻫に⾶び出し5
分以内で集まることができました。みんな仕事に行って疲れて帰っ
てくるのでホームではくつろいで疲れをとってゆっくり休んでほし
いと思います。休日はケヤキウオークに行ったりヘルパーさんと出
かけたり家に帰ったりとみんな個人個人ちがいます。ホームで休日
をゆっくり過ごす人もいます。色々な事がありますその都度話し合
いながら進んでいきたいとおもいます。これからも明日葉ホームを
宜しくお願い致します。

