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No.36  2023.2.1 発行 社会福祉法人 ゆいのもり福祉協会 理事長 浅川 勤 

食工房ゆいのもり 

（就労移行支援・就労継続支援 B型） 

TEL 042-542-5160 

ゆいのもり相談支援センター 

（指定特定相談支援事業所） 

TEL 042-519-2660 

ゆいのもりつつじが丘 

（就労継続支援Ｂ型） 

TEL 042-545-5451 

太陽と風 

（共同生活援助・短期入所） 

TEL 042-542-7270 

社会福祉法人 ゆいのもり福祉協会 

TEL 042-542-5160 

先日、夕食を食べながら何気なくテレビをみていたら

、1990 年代に流行したものを当てるクイズ番組が流れ

ておりました。たまごっち、ルーズソックスなどが紹介

され、懐かしさを感じてつい見入ってしまいました。ち

なみに私は昭和 52 年生まれ（現在 45 歳）。子どもの頃

には、キン消し、ミニ四駆、ビックリマンシールなどが

ブームになり、母親によくお小遣いをねだっていたこと

を思い出しました。当時、夢中になったそれらの商品も

変化を重ね、現在においても２次・3 次ブームになって

いるものがあることに驚きを感じます。 

 

さて、私は平成 29 年にゆいのもり福祉協会に入職し、

もうすぐ 6 年が経とうとしています。その間、ゆいのも

り通信の発行に携わる機会を多くいただいております。

通信の創刊は 1995 年 7 月で、「ゆいのもりの活動を多

くの方に理解していただく」ことを目的として発行が開

始されました。第 1 号には、総会報告、家族懇談会の報

告、メンバーの声などが掲載されており、ところどころ

手書きの箇所がその時代を感じさせます。年を追いなが

ら 2 号、3 号と読み進めていくと、これまでたくさんの

職員やメンバーが、力強く活動を続けてきたことが分か

ります。その歩みが地域の皆様の理解を深め、現在の食

工房の開設や、近年では滞在型グループホームやショー

トステイ開設などにつながったのだと感じます。 

最近では業務の効率化のために、新たに会計ソフト

や、記録・請求ソフトを導入しましたが、そうした変

化はもしかしたら今後も続くかもしれません。新しい

ものに戸惑いや抵抗を感じる方がいるかもしれません

が、職員・メンバーの皆さんにはひとつひとつ理解を

得ながら進めていきたいと考えております。法人理念

である「障がいのある方々が自分らしく、安心して暮

らし、安心して働ける、温かい地域作りをしていく」

という柱は昔もこれからも変わることはありません。

ただ、今後も事業を継続していくためには、これまで

のゆいのもりがそうしてきたように、社会の変化やニ

ーズに合わせ、柔軟に形を変えていかなければならな

いと感じます。何年後かにメンバーの皆さんから「昔

は良かった…」ではなく、「昔も良かったけど、今も良

いよね！」と言われるような施設づくりを目指してい

きたいと思います。 

私自身まだまだ力不足ではございますが、本年も引

き続き皆様のご支援・ご協力をお願い申し上げます。 

「強くしなやかに」        食工房ゆいのもり副施設長 半田正博 

所在地：〒196-0011 
東京都昭島市上川原町 1-9-15 
電 話：042-542-5160 
 

ゆいのもり通信 
 

ゆいのもり田中町 

（就労継続支援Ｂ型） 

TEL 042-542-6776 
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10 月より入職しました小林 野愛（コバヤシ ノア）と申します。 

毎日右往左往しながら毎日パンの生地を触り、店頭に立ち、軽作業をしてと忙しい日々 

ではありますが、メンバーさんや職員の方々のおかげで毎日楽しく過ごさせてもらって 

います！メンバーさんが地域で安心して暮らせるように、そしてゆいのもりをもっと活 

気ある活動ができるように精いっぱい頑張っていきますので、今後ともよろしくお願い致します。 

。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 年 11 月 12 日（土）昭島エンシス校舎棟にて、法人職員全体研修会を開催しました。 

 日々変化しつつある利用者ニーズ、障害福祉サービスへの報酬改定、競合するサービスの推移を鑑み、 

社会福祉法人としてどのように地域社会に貢献していくのかを確認、共有することを研修の目的としました。 

 最初に浅川理事長が法人全体の方向性について、職員へ話があり、その後事業所ごとにグループワークを

行うといった流れでの研修です。 

 

 浅川理事長からは、「現在障害福祉サービスがどのような現状に置かれているのか、昭島市におけるゆい

のもり福祉協会のポジション、将来的な事業展開について」などの説明があり、その上で職員一人一人に「現

状維持ではなく、より良く、新しく」といった意識を持ち、働いてほしいと話がありました。 

 

 グループワークではまず「利用者アンケートから見た事業所の強みや改善点、求められるニーズはなにか」

といったテーマでディスカッションを行いました。 

 テーマごとの話し合いの中では「関係機関との連携が早いこと、作業 

の種類が多くあり、メンバーが自分のやりたいことを見つけられること、 

レクリエーションなどのプログラムが多いこと、就労移行を併設してい 

ること」などの強みがあるのではという意見が挙がりました。 

 また事業や作業種類を広げすぎて身動きが取りづらくなってしまって 

いるのも、ゆいのもりの現状ではないか、という意見も挙がりました。 

後半は「現場の支援について、具体的な悩みや支援方法について」にテーマ変更です。 

事業所グループごとに「○○さんにどう対応しているのか」「どの作業工程までをメンバーにお願いして

良いのか」「現場でのとっさの判断に迷いがある」といった、支援現場での具体的な悩みについて活発に意

見交換しました。 

全体で２時間あまりの研修会でしたが、予想以上にグループワークが盛り上がりました。次年度は時間設

定を見直さなくては…と反省させられる程です。 

  

今回行った研修会で、ゆいのもりの現状確認と利用者のニーズを改めて職員間で共有すること出来ました。 

そのうえで、支援の改善点を指摘し合うだけではなく、より良い方法や統一した方向性を確認しました。 

 研修を終えた職員から「日々支援に追われる中で、職員間での意見交換の時間が少なくなってきていたか

もしれない」といった感想がありました。こういった感想が聞こえてくる事からも、法人の全職員で方向性

を確かめ合う事の意義が、コロナ禍でより深まっているように感じられました。 

（ゆいのもり田中町 原 常雄） 

 

法人職員全体研修会を実施しました 

【新職員紹介】小林 野愛（2022 年 10 月入職 食工房ゆいのもり） 
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11 月 26 日（土）、27 日（日）の 2 日間、昭島市内 5 事業所で販売会を開催させていただきました。 

それぞれの事業所が各所で製造した商品を出品し、クッキー、 

マドレーヌ、スノーボール、クラフトカゴ、クリスマス用リース、 

キャンドル、ピアス、藍染製品などバラエティに富んだ売り場を 

作ることができました。 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

食工房は、クッキー、スコーン、ブラウニーなどの焼き菓子とパンの販売 

をしましたが、この 2 日間でたくさんのお客様にお越しいただきました。 

誠にありがとうございました。 

開催にあたり準備をしてくれた食工房のメンバーの皆様、 

そしてご協力いただいた関係者の皆様に感謝申し上げます。     （食工房ゆいのもり 半田正博） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年も昭島モリタウンにて販売会を行いました 

 

 

ゆいのもりでは、１月より職員の事務時間削減のため、運営支援ソフトを導入しました。 

事務の一部をデジタル化したことで、職員は楽になると思いますが、利用者の皆さんにはご負担をお掛け

することがあると思います。慣れるまで、お時間はかかると思いますが、その都度、ご説明をさせていただ

きますので、ゆっくり覚えていただければと思います。 

ゆいのもりとしては、今回の取組みがデジタル化の第一歩となります。今後も皆さんにとって有意義なも

のや職員の業務量削減のために可能なところにデジタル機器の導入を考えていきたいと思っています。利用

者の皆様にはその都度、ご負担をお掛けすることもありますが、よりよい環境づくりのため、皆様のご協力

をよろしくお願い致します。 

（ゆいのもりつつじが丘 渡邊清美） 

運営支援ソフト導入について 

 

 

2021 年度は、残念ながら就労者を排出することは叶いませんでした。引き続き、利用者の要望にお応え

できるように、支援内容の見直しをしながら実現できるスタイルを検討してまいりたいと思います。 

 現在、ゆいのもりの就労支援としてのプログラムを月に１度行っております。「就労に必要な力とは何か」

「ビジネスマナー」について学び、共有、実践練習する機会としております。このプログラム内では、就職

を目指す利用者同士で話す機会を多く設け、「今、何をするか」「準備しておくべきか」を一緒に考えられる

ことを意識して実施しております。 

 また、昨年度より継続し「プチ就労プログラム」も行っております。こちらも利用者同士の話す、聞くこ

とを意識して行い、就労が他人事ではなく自分にも可能性があると思えた方、改めて自分の就職する目的、

目標について考えるきっかけとなった方など、多くの方からご好評をいただいております。 

 これからも、それぞれの就労への希望やモチベーションの維持・向上を目指しつつ、「今」の企業ニーズ、

当事者ニーズを把握し、必要な情報、サービス提供していけるよう取り組んで参ります。 

（食工房ゆいのもり 本橋 剛） 

就労移行実績報告 
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編集後記… 

 様々なエピソードも含め、アンケートにご協力いただき、 

ありがとうございました。 

ゆいのもりでやってほしいことを少しでも実現できる 1年

にしたいと思います。（おはる） 

 

半年に一回レク ・餅つき ・全事業所の行事 ・食工房に行きたい 

・新年会 ・卓球 ・筋トレ ・グルメ旅 ・食事会 ・日帰り旅行 ・一泊旅行 ・ウォーキング 

・バーベキュー ・カラオケ ・クリスマス大会 ・お正月 ・お年玉 ・ビンゴ大会 ・ゲーム 

・ディズニーランド／シー ・焼肉バス以外のお出かけ ・音楽会 ・お菓子作り ・将棋大会 

・ミニ四駆教室 ・レジンプログラムマッサージチェアを置いてほしい ・送迎（冬の間） 

・部屋の鍵を変えてほしい ・工賃アップ ・お金になる仕事がしたい 

ゆいのもりメンバー投稿 

来年のゆいのもりでやってほしいこと 

【食工房ゆいのもり】 

・Love マシーン ・恋愛レボリューション  

・チェリー ・ここにしか咲かない花  

・綾香の曲 ・ゆずの曲 ・硝子の少年 

・フラワーの曲・ボクの背中には羽がある 

・明日への手紙 ・ハナミズキ ・クラゲ流星   

・亜麻色の長い髪の乙女 ・君がくれた夏 

・金魚花火 ・はないちもんめ ・かごめかごめ  

・とおらんせ ・気球にのってどこまでも  

・旅たちの時 ・栄光の架け橋 

・花火 ・安室ちゃんの歌・泳げたいやきくん   

・ストリートファイターの曲 

・今すぐ Kiss me  ・SAY YES 

・CHAGE＆ASKA ・セーラームーンの主題歌 

【ゆいのもりつつじが丘】 

・ギャンブルランブル 

・セブンティーンズマップ 

・めざせポケモンマスター ・ケツメイシのサクラ 

・映画「未知との遭遇」の曲 

・B‘ｚ アローン ・かぐや姫 神田川 

・アルフィー ゲートオブヘヴン 

・伍代夏子 忍ぶ雨 ・フラッシュダンス 

・岡村孝子 夢をあきらめないで 

・ビートルズ ヘイジュード 

・サザン バイバイマイラブ ・旅の夜風 

・トーキングヘッズ ワンスインアライフタイム 

・空に太陽がある限り 

・ティーボラン バイフォーナウ 

【太陽と風】 

・色 ・ホワイトブレンド ・負けないで 

・ふるさと（童謡） ・さよなら ・もう一つの土曜日 

・TUNAMI・夢をあきらめないで ・島のブルース 

・できっこないをやらなくちゃ ・アベ マリア 

・世界に一つだけの花 ・明日があるさ吉本 ・明日も 

・美空ひばりの歌 ・壊れかけのラジオ ・バックスト

リートボーイズ ・菫の花咲くころ ・魂のルフラン 

【ゆいのもり田中町】 

・高中正義 

・ビリーブ、ともだち、安室奈美恵（WICO） 

・芸者ワルツ ・TM ネットワーク ・ボーイ 

・関白宣言 ・嵐 ・さよなら 

・松田聖子の曲、浜崎あゆみの曲、洋楽など 

・One more time, One more chance 

・Radiohead「In Limbo」 

・ブラックビスケッツのタイミング 

・ワンズの「世界が終わるまでは」 

・荒川ケンタロス ・ハンプティーダンプティ 

・どんなときでもひとりじゃない 

 

昔よく聞いた曲・思い出の曲 

 


