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☆只今デイケアに参加されている方と平成29年前期のプログラムを考え中です！
　 予定日も都合により変更がある場合があります。マーベルまでご確認ください。

☆こちらもプログラム考え中です！
　 大台町役場　町民福祉課までご確認ください。
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松阪市
大台町 デイケア　参加者募集中

お問い合わせ

大台町役場　町民福祉課　0598-82-3783

お問い合わせ

　　マーベル　　　0598-50-5576

松阪デイケア予定表

昨年の秋頃には外宮

にお参りに行き近くで

ご飯を食べました！

今年最初のデイケアは松

阪神社で初詣！その前に

皆さんでご飯を作りました。

大台デイケア予定表

出席メンバーさんで

作りました！出席し

た職員は美味し

かったと言っていま

した。そのあと来年

のプログラムを考

えていたようです。

今年最初のデイケ

アは頭之宮四方神

社へ初詣に行きま

した。午後から宮川

フォレストピアへ！
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★創作活動

☎：0598-29-8531
担当：尾崎

Xmasパーティー 餅つき＆忘年会

スイミング 春の遠足

　　　※送迎範囲は旧松阪市内となっておりますが

　　　　個々の事情により相談に応じます。

瀬田　正子

ほほえみファーム 書道教室

アイロンビーズ 毛糸帽子作り

　　　※ただし、土曜日は月２回程度開所しております。

　　★レクリエーション活動

その他、ご相談等はお気軽にお電話ください。

送迎：有り

食器洗い

　ーサービス提供内容ー

時間：平日（月～金） 9：00 ～ 16：00

休日：土曜日・日曜日・祝日

買い物支援

宿泊体験 防災訓練

　ー代表挨拶ー

　平素は、当障害者生活介護事業所「ほほえみ」の
運営・業務に何かとご理解・ご協力を賜り、心より
深く感謝申し上げます。

　さて、「ほほえみ」は関係者各位の絶大なるご支
援と多くの皆様方の温かい思いを賜り、地域に存在
する障がいのある人達や、その家族をほほえみなが
ら照らし続ける太陽のような存在でありたいと願
い、平成23年4月に松阪市久保町1668-3に開所さ
せていただきました。

　私達は、この場所を拠点に地域の皆様との交流を
大切にし、障がいがあろうとも地域の一員として当
たり前に暮らし、家族的な温もりと明るく過ごせる
事業所として取り組んでおります。

　今後とも将来に向かって更なる発展を目指します
ので、ご支援・ご指導を賜りますようお願い申し上
げ、挨拶とさせていただきます。

★自立訓練活動

調理実習 音楽療法

外食支援

内職作業

★社会適応訓練
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「工房やまの風」は平成 12年 6月 

                           南町に小規模作業所としてスタートし、 

                             平成 20 年 3 月に久保町に移転しまた。 

                              同 20年 10月特定非営利活同法人を                         

                              取得し翌 21年より就労継続支援 B型                                                                                    

                              にて現在に至ります。 

               

                              

 

                            

                            

 

   人気の押花和紙かれんだ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨年度 15周年を迎え、地域の皆様をお招きして 

「感謝祭」を開催させていただきました。 

一時は工房に入りきれないほどの地域の方々にお越し   8月「鈴の音市・和紙体験」の一部 

頂き、紙漉体験やぜんざい等の振舞いに大繁盛の 

一日でした。今後も利用者が地域の方々と一緒に 

安心して活動できる居場所になっていくようにして 

いきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

  2年に一度「全国の手漉き和紙職人の集い」   

    （今回は兵庫県・多可町 次回は出雲）  15周年記念旅行 「南北海道・小樽」 
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最初は 5人からスタートでしたが 

現在は 11名の登録で、日々伝統手

漉き和紙作り等に励んでいます。 

 



社会福祉法人愛恵会  障害者支援施設つばさ 

当事業所には、あさがお、竹の子荘、はまゆう、
パンジー、もくれん、ラベンダーという6つのグル

ープホームがあります。 

グループホームでは、服薬や金銭管理、身の回りのこと

等の支援、また相談その他の日常生活上の支援を受けなが

ら共同生活する居住の場です。人と関わり、仲間どうし支

えあいながら、様々な経験を通して社会生活に必要な力を

身に付けたり、自分の目標等（一人暮らし等）に向けて取

り組むこともできます。日中活動（病院デイケア等）を中

心に、食事会やお楽しみ会、また地域交流活動等の行事に

も参加していただきながら、地域生活のサポートを行って

います。 

 

   パンジー：２０名 

あさがお、はまゆう、もくれん、ラベンダー：１０名 

   竹の子荘：７名  

☆家 賃：３３，０００円 

☆共益費： ３，０００円 

☆光熱水費、食費、医療費、小遣い等については実費と

なります。 

※なお、保証金として、入居時に９９，０００円が別途

必要となります。 

 

【お問合せ先】 

 松阪市下村町２２０３－１ 

  ＴＥＬ：０５９８－２０－１２１３（代表） 

  ＦＡＸ：０５９８－２０－２７２３ 
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生活介護事業所            生活介護サービス 

         ほほえみ   ➮      あゆか 

就労継続支援Ｂ型事業所       就労継続支援Ｂ型事業所  

工房やまの風 ➮   飯高じゃんぷ 

グループホーム           グループホーム 

    障がい者支援施設つばさ ➮     ほっと家 

ヘルパーステーション             ヘルパーステーション 

        アリス     ➮     えん 

ヘルパーステーション        就労継続支援Ｂ型事業所 

          ねむの樹   ➮   ジグソー工房 
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次回の 

管理者 
脇海道さん 

支援員 
中西さん 

管理者 

山田さん 

管理者 
小森さん 

平成 29年 2月 18 日（土）と 19 日（日）に

こどもの城にて「バイタリ!松阪人ショー」が開

催されます。皆さんが一生懸命作られた作品の

展示や販売、舞台イベントが 2日間行われ、内

容が違うので楽しめると思います。 

興味がある方は是非見にきて下さい！ 

管理者 
余谷さん 



4日(土) 4日(土) 1日(土) 6日(土) 3日(土)

ー 18日(土) 15日(土) 20日(土) 17日(土)

2日(木) 2日(木) 6日(木) ー 1日(木)

16日(木) 16日(木) 20日(木) 18日(木) 15日(木)

9日(木) 9日(木) 8日(土) 11日(木) 8日(木)

ー 11日(土) 13日(木) 13日(土) 10日(土)

23日(木) 23日(木) 22日(土) 25日(木) 22日(木)

25日(土) 25日(土) 27日(木) 27日(土) 24日(土)

― 8 ― ※全ての掲載写真については、ご承諾頂いております。

6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)

2月 3月 4月 5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。 

興味をお持ちの方はお気軽にご相談ください。 

皆様の参加をお待ちしております。 

 

☆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>
産休・育休明けに法人内異動で相談支援事業所こだまに配属となりました。以前まで介護保険関係を業務とし

ていましたので障がい福祉という初めての業務にとまどいがありましたが、新しい知識を増やすチャンスと思い、

携わり、９ヶ月がたちました。まだまだ利用者様、事業所様との関わりが少ないですが、少しずつ広げていき

たいと思います。今回の広報を担当し、事業所の担当者様にご協力をお願いし、無事発行することができました。

今回の広報を手にとっていただきありがとうございました。

前田
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