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お問い合わせ

　　マーベル　　　0598-50-5576

お問い合わせ

大台町役場　町民福祉課　　　　0598-82-3783

松阪市
大台町 デイケア　参加者募集中

開催日 集合時間 集合場所 会場

午前

午後

午前

午後

午前

午後

午前

午後

午前

午後

午前

午後

午前

午後

午前

午後

午前

午後

午前

午後

大台町デイケア　茶っとくらぶ

道の駅
グリーンプラザ

おおだい

就業改善センター
就業改善センター

調理室

就業改善センター
就業改善センター

調理室

就業改善センター
就業改善センター

調理室

就業改善センター
就業改善センター

調理室

道の駅 未定

就業改善センター
就業改善センター

調理室

就業改善センター
就業改善センター

調理室

就業改善センター
就業改善センター

調理室

道の駅 頭之宮

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

運動(ラジオ体操＆ノルディックウォーキング)

内容

調理実習(簡単おせち1～3品)

平成28年
10月11日（火）

10月25日（火）

11月 8日（火）

11月22日（火）

12月 6日（火）
平成29年度計画

調理実習（メンバー献立）

どんとこい値札つけ

運動(ラジオ体操＆ノルディックウォーキング)

献立作り勉強会

調理実習

遠足（候補　街角博物館OR元坂酒造)

MAXバリュ買い物ツアー

調理実習(ヘルシー洋食)

初詣　頭之宮(昼未定)

初釜　簡単クッキング

12月20日（火）

2月28日（火）

平成29年
 1月10日（火）

 1月24日（火）

 2月14日（火）

クリスマス料理(食改)

フラワーアレンジメント

調理実習（バレンタインランチ）

献立作り勉強会

調理実習（メンバー献立）

電車で斎宮歴史

博物館見学に行

きました☆

みんなでカレーライ

スなどの調理実習を

行ってます☆

ケーキやシチューを作って

クリスマス会をしました☆

栄養士さんや

メンバーさん

が考えた料

理を調理実

習を行ってい

ます☆

調理実習の

あとは、みん

なで運動や

ゲームを行っ

ています☆

初詣に出か

けたり、フラ

ワーアレンジ

メントや陶芸

なども行って

います☆
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ミーティングやプログラムを行う 

ホールです。 

    

 

利用者の方や職員と一緒に昼食作りを

する調理室です。 

みんな楽しくやっていますよ。 

    

 

畑で野菜も作ってます！   

通所型生活訓練 

定員は 12名です。 

お気軽にお問合せください。 

 ☎0598-20-2720 
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平成 28 年 6 月 19 日（日）に神戸まちづくり協議会様か

ら依頼を受け、ワークセンター内の調理室にて、お菓子教室

を開催させていただき、たくさんの方に来ていただきまし

た。 

今回のメニューは、お菓子工房の商品にもなっている、こ

ろがりーの（プレーン）！利用者が講師となり進行から説明、

デモストレーションを行いました。初めての取り組みであ

り、利用者は緊張のあまり失敗してしまう場面もありました

が、みなさんが温かく優しく見守っていただきました。その

雰囲気は障がい者という壁もなく自然に溶け込み、最後に

は、お菓子工房の一番人気のチーズケーキでティタイムも楽

しんでいただくことができました。 

今後もこのように利用者が活躍できる場が増え、地域の方

に理解を深めていただきながら住みやすく温かい町になれ

ばと思います。ご参加いただいた皆様、また計画をし、ご協

力をいただいた皆様、本当にありがとうございました。 

 

 

向野園お菓子工房は平成 23年 1月に

スタートし、平成 27 年 10 月に生活介

護事業所から就労継続支援Ｂ型事業所

へ移行しました。 

 

最初は 6 名の利用者でスタートし、現

在は 16 名の利用者が、お菓子作りや販

売に従事しています。 

 

 

 

 

 

 

向野園お菓子工房では、利用者主体のお菓子作りに取

り組んでいます。職員は、お菓子作りの技術向上のため、

レシピを工夫し、一人一人に合った伝え方をすることで

個々の成長に繋げられる様に支援し、利用者が毎日の役

割の中で生き生きと輝きながらやりがいと責任感を持

ちパティシエとしてお菓子作りに取り組んでもらえる

ようサポートしています。右の写真は一番人気のクッキ

ーガレットココを作成しているところです。 
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社会福祉法人フレンド    

                 

平成２６年 5月に開設。松阪駅までは徒歩５分。松阪駅周辺はコンビニ、フードセンターなどあります。 

松阪市役所にも徒歩１０分と松阪中心部に位置してます。 

 

＊グループホームは、地域における共同生活の場です。共同生活は一定のルールがあります。 

らく～ねでは、日常生活の支援、相談、日中活動にかかる事業所など関係機関との連絡・調整を行

います。 

 夜間は宿直者がみえ安心して生活していただけます。また月に１度行事を行っており、 

 みんなで買い物、調理などをして楽しんでいます。 

 

         お部屋（エアコン、ベッド付）               廊下                      食事 

               

家賃     ３５,０００円                ＊主治医に共同生活が可能と認められた方 

食事費    ３６,０００円                ＊グループホーム運営委員会で共同生活が可能と認められた方 

光熱水費  １０,０００円                ＊入居契約を守ってもらえる方  

消耗品費   ２,０００円                   

＊非課税世帯の方は家賃助成あり 

       

入居するには？？？ 

お電話にてご連絡いただき見学を経て、その後体験利用をしていただきます。 

入居にあたっては、各市町で発行される「障害福祉サービス受給者証」が必要となります。 

 

                                  お問合せ   〒515-0815松阪市西町 148番地 3 

                                           TEL 0598-21-1530（FAX兼）            
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利用時間
月～金 8：30～17：00

※以外のサービス提供日時については要相

所在地
〒519-2505

多気郡大台町江馬122番地

TEL： 0598-76-0160

利用対象者
身体障がい・知的障がい・精神障がいの

ある方が利用できます。

サービス内容

身体介護・家事援助・通院等介助・重度

自然豊かな大台町で、いつまでも生き生きと「笑顔」で暮らしていくためにお手伝いさせてい

ただきます。

資格のある経験豊かなスタッフが仕事に誇りを持ちキラキラ輝く事業所として活動しています。

大台町社会福祉協議会 居宅介護事業所



 

☆生活訓練事業所            生活介護事業所 

         ひまわり   ⇒      ほほえみ 

☆就労継続支援Ｂ型事業所       就労継続支援Ｂ型事業所  

向野園   ⇒    工房やまの風 

☆グループホーム           グループホーム 

        らく～ね    ⇒    障がい者支援施設つばさ 

☆ヘルパーステーション               ヘルパーステーション 

        おあしす   ⇒     アリス 

     ☆大台町 居宅介護事業所        ヘルパーステーション 

        社会福祉協議会  ⇒     ねむの樹 

  

生活介護事業者連絡協議会 

 

   生活介護事業所と相談支援専門員が連携を図るために、平成 27年 9月に 

    開催をした交流会において、生活介護事業所間で情報共有ができればとの 

意見をもとに、設立することとなりました。 

 

＜本会の目的＞ 

  ★生活介護事業者のネットワーク構築に関すること 

  ★困難事例への対応のあり方に関すること 

  ★地域の関係機関によるネットワークの構築に関すること 

  ★地域の社会資源の開発及び改善に関すること 

＜開催内容＞ 

 5月 情報交換と県の指導監査について 

    9月 研修会『支援の視野を広げていこう』…講師 田中宏幸氏 

    1月 研修会『個別支援計画について』…講師 田中宏幸氏 

サビ管 

奥山さん 

管理者 
浦中さん 

支援員 

瀬田さん 

管理者 
黒川さん 

－７－ 

次回の 

管理者 
堀口さん 



1日(土) 5日(土) 3日(土) 7日(土) 4日(土)

15日(土) 19日(土)
大会

17日(土)
21(土) 18日(土)

6日(木) － 1日(木) 5日(木) 2日(木)

20日(木) 17日(木) 15日(木) 19日(木) 16日(木)

8日(土) 10日(木) 8日(木) 12日(木) 9日(木)

13日(木) 12日(土) 10日(土) 14日(土) －

22日(土) 24日(木) 22日(木) 26日(木) 23日(木)

27日(木) 26日(土) 24日(土) 28日(土) 25日(土)

※全ての掲載写真については、ご承諾頂いております。

1月 2月

バレーボール
(10:00～12:00)

音楽
(15:00～16:30)

カラオケ
(木→14:30～16:30)
(土→10:00～12:00)

10月 11月 12月

こだまクラブ 予定日
(バレー・音楽・カラオケ)

精神障がい者の社会参加・社会復帰を促進するために、デイケアやクラブ活動（バレーボールクラブ、

音楽クラブ、カラオケクラブ）を行っています。 

参加者はまだ余裕がありますので、興味をお持ちの方は 

お気軽にご相談ください。 

 

☆デイケア・クラブ参加には、主治医の意見書が必要となる場合や 

参加費用や決まり等があります。 

詳しくは「マーベル・こだま」職員へお問い合わせください。 

・松阪市障がいあゆみ課

0598-53-4056

・障がい者相談センター【マーベル】

0598-50-5575・5576

折戸・赤平・伊藤

<あとがき>
入社してもうすぐ1年が経ちます。一年を振り返ると、本人様やご家族様、各関係機関の方との出会いや研修、

今回記事をお願いさせて頂きました事業所の方から、利用者様との向き合う思いやこれからの障害福祉に対して

の思いも聞かせて頂き、たくさんの事を学ばせて頂きました。今、地域移行支援をさせて頂きながら、本人様の

抱える課題について共に向き合っています。今後もたくさんの出会いや経験を自分の力に出来るように日々精進

して参ります。

中川
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