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【送迎コース・エリア】

田人方面・小名浜方面・勿来方面

【車椅子送迎】

車椅子対応の送迎車にて対応

【施設概要】

福島県より指定障害福祉サービス事業者の指定

を受け、障害者総合支援法のもと、生活介護サー

ビスを提供しています。

平成19年4月からスタートした『おいしいご飯

サービス わが家』のお弁当は、なかま一人一人

のことを考えながら、限られた時間と予算の中で、

できるかぎり手間を惜しまず、ひと手間もふた手

間余計にかけて、日々作られています。

入浴サービスはありません。

【タイムスケジュール】

9：00 開所

ラジオ体操・手洗い等

お茶タイム・出席確認

10：30   今月の歌

ラテン・パーカッションの

練習（月・水・金）・換気

本人の自己決定による活動

11：30 片付け・昼食準備

12：00 昼食・歯磨き等・換気

13：00 本人の自己決定による活動

14：20 体操・手洗い等

15：00   帰宅

【日中活動】

・工作や編み物、アイロ

ンビーズ、塗り絵、施設

周辺の散歩、広告や段

ボールなどの古紙を細か

くする作業と様々な活動

に自由に取り組んでいま

す。

【食事の支援】

・一人ひとりに合う食事

を提供しています（刻み、

すくいやすい皿を使用、

苦手な物など内容の変更

など）
【年間行事】

誕生会・ダンス教室

ラテン・パーカッション

絵を楽しむ会

防災訓練・体験活動

季節の行事

【エル・ファロまつり】

・エル・ファロはスペイン

語で『灯台（El Faro）』を

意味します。

11月1日は「灯台記念日」に

なっており、この日にエ

ル・ファロ全事業所の交流

行事を行っています。
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認定特定非営利活動法人　なこそ授産所

　　自立生活きらきら【生活介護】
　　　　　　　就労支援きらきら【就労継続支援B型】

「笑顔で来て笑顔で帰る」をモットーに

重い障がいをお持ちの方に、ゆとりのある日常生活を

支援し生活の質の向上を図ることができるよう、又

通所により、健康状態の確認及び創作的・行動・

機能訓練を提供しています。

基本情報 〒974-8252

★ いわき市仁井田町寺前9-1

★Ｔｅｌ 0246-84-7102

★Ｆａｘ 0246-84-7103

★nakosojyusanjyo@gmail.com

開所日

月～金9：00～15：00

（土曜開所日もあります）

定員

生活介護・・１５名

就労継続支援Ｂ・・20名

2021年４月

（新生活介護棟）大きくなって

広々リニューアルオープン！！

グラウンド

ゴルフ
ナイスショット！

お花見デス❕

いわき踊り

だよ～
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対象者 重度障がい者（支援区分3～６ 50歳以上は区分２～）

食事 （ご飯とみそ汁のみ提供）

入浴 （入浴・シャワー浴可） 送迎コース 勿来地区（旧勿来市内）

車椅子送迎の有無：可

送迎はコース内でも要相談となります

日課スケジュール

9：00 登所

9：30 体操・朝の会

9：50

日中活動 軽作業・軽運動

音楽やテレビ鑑賞等

12：00

昼休み

13：00

軽作業・軽運動等

14：30

15：00 退所

日課の内容説明

作業・・作業内容

干し芋包装作業・古封筒再生作業

古切手リサイクル作業・みそ販売

味みそ・野菜セット販売

余暇活動

散歩・市内買い物体験・花見

社会見学・ダンス・お誕生日会等

食事などの支援状況

当事業所製造の

おいしい「しあわせみそ」使用の

みそ汁と炊き立てご飯を提供します。

各自、おかずのみ持参して下さい。

毎週金曜日はＮＯ弁当デー

カレーライスや所長特製炊き込みご飯

天ぷらなど お楽しみに！

年間行事

春・・鈍行列車の旅（就Ｂ）

市内ドライブ（生活）

植田歩行者天国参加

夏・・いわき踊り・錦町盆踊り参加

秋・・運動会参加・歩行者天国

グランドゴルフ大会参加

りんご狩り・勿来地区芸能祭参加

冬・・もちつき大会

Ｘｍａｓ会（やまたまやにて）

年間行事の内容説明

〇年２回の歩行者天国参加で地域の皆様

と楽しく交流しています。

〇Ｘｍａｓ会での「かくし芸」は

年々パワーアップ（笑）❕

利用者さんと支援者が協力してひとつの

ものを作り上げる喜びとチームワーク作り

お互いを思いやる心も育っています。

※現在、コロナ禍の為、午前・午後のお茶の時間（おやつタイム）を簡素化しています。

私共のモットーは「笑顔で来て、笑顔で帰る♡」

たとえ泣きながら来ても帰りには「また明日ね～」と

ステキな笑顔を見せてくれる。

楽しいみんなの日中活動の場です♪

みんなで

おでかけ

柏餅

交流会
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9:00

9:15

9:30

10:00

11:45

13:00

14:40

15:00

・いわき市山田町堂平98の5

・Tel 85-0198・FAX 85-0298

・syurou.cocola@gmail.com

営業日 月～金

祝日含む

営業時間

９：００～１５：００

心実～ここみ～の名前の由来は・・・

「こころ楽しく実りある１日をおくりましょう」との

思いを込めてつけられました。

生活介護事業所 心実（ここみ）は、たくさんの木々に囲まれた

自然豊かな施設です。

いわき市山田町の大自然の中で毎日のびのびと楽しく活動してい

ます。
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9:00 送迎到着.バイタルチェック

9:15 朝の会

体操・ティータイム

9:30 散歩（鯉と金魚の餌やり）

10:00 活動（曜日別に行っています）

11:45 お昼ご飯

13:00 個別の活動・ティータイム

14:40 清掃

15:00 帰りの会

送迎コース・エリア

・小名浜方面 ・泉湯本方面

・遠野方面・勿来方面・北茨城市

※車椅子送迎の有無：無

施設概要

・対象者： 障がいをお持ちの方

・定 員：１０名
※少人数の良さを活かし、利用者様お一人お

一人により添った支援を心がけております。

日課スケジュール

年間行事
心実は、自然豊かな静かな環

境で四季折々の花や木々の中

でゆったりとした時間を過ご

すことができます。

お天気が良い日には、昼食を

毎日、外で食べる利用者さん

もいます。行事によっては、

心楽（就労B）と合同で賑や

かに楽しく行っています。

お越しの際は、場所が非

常に分かりにくいためご

連絡をいただくかナビの

設定を「あすか芽吹きの

森」で検索してください。

曜日ごとの活動内

春 お花見

夏 七夕まつり・納涼会

秋 遠足（車使用）

冬 クリスマス会

年末お疲れさま会

月 絵本のよみ聞かせ

火 頭の体操・ゲーム

水 野外活動

木 創作活動

金 音楽活動

おやつクッキング

「自分のことは、自分で選んで自分で決める」

「住み慣れた地域で自分らしく暮らしたい」

心実では、利用者さんの意思決定を尊重し自立した

社会生活がおくれるように支援いたします。
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生活介護

社会福祉法人育成会 いわき学園

・いわき市常磐下船尾町東作51

・Tel 0246ー43－4445

・Fax 0246ー44－4802

gakuen@ikuseikai.com

https://www.ikuseikai.com

いわき学園は、昭和52年4月にいわき市初となる精神薄

弱者通所授産施設として開所し、知的障害者支援は入

所が中心であった時代に、現在の通所事業所の先駆け

となった歴史ある事業所です。

【開園日】

月～土曜日

（年間開園カレンダーに

よる 日･祝祭日休園）

【サービス提供時間】

９：００～１６：００
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【施設概要】 生活介護 （定員４０名）

・対象者：知的障がいをお持ちの１８歳以上の方

・活動内容：作業、クラブ活動、個別活動、

ボランティアさんが来園されての

レクリエーション等

・食事：温かい給食を提供しています。

・送迎：通園バスにて送迎しています。

送迎コースエリア （いわき市全域）

小名浜、湯本、平、四倉、内郷、江名、

泉、勿来

【午前の活動】・作業

車の部品のバリ取り、

袋のシール貼り、袋入れ、

エコキャップ拭き、

袋折り

【午後の活動】・曜日ごと

個別活動

（自分のやりたいこと、

パズル、トランプ等）

クラブ活動

（カラオケ、映画鑑賞）

ボランティアさんの

レクリエーション

（音楽・体操等）

４月 観桜会

７月 地域ふれあい夏祭り

９月 野外活動

１０月 オプション旅行

１２月 クリスマス会

１月 新年会

２月 節分

３月 年度終了式

平成２４年４月に体制移行をして、多機能型事業所に変更したため

就労継続支援Ｂ型（定員３０名）のサービスもあります。

8:30～ 順次送迎到着・バイタルチェック

9:00 ラジオ体操

午前の活動（作業）

11:45 午前の活動終了、片付け、掃除

12:00 昼食

13:15 午後の活動（曜日ごと）

個別活動、クラブ活動、

ボランティアが来園されての

レクリエーション活動など

14:45 トイレ掃除

15:10 午後の活動、終了、帰りの準備

15:15～ 順次送迎出発

日 課 表

年 間 予 定 表 大きな行事は、就労継続Ｂ

型利用者と一緒に行います。

その他生活介護では、

毎月、お楽しみイベントや

園外活動など利用者さんが

楽しむ時間を提供していま

す。
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⬅泉・植田方面 

⬅小名浜方面 

 

湯本駅方面➡ 

いわき学園 

コンビニ 常磐交番 

郵便局 

船尾保育園 
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じょうばん福祉作業所は、主に知的に

障がいのある方を対象とした、生活介護と就労継続支援Ｂ型の多

機能型事業所です。

ひとりひとりが毎日を「自分らしく」地域の一員として過ごすこ

とができるよう、応援、お手伝いをしています。

生活介護

【 事業所基本情報 】

・いわき市内郷内町水之出14番地

・Tel : 0246-26-7720

・Fax : 0246-84-7633

・URL : https://joban-fukushikai.jp

【 営業日 】

月曜から金曜

(除 祝日,夏季・冬期休暇）

【 営業時間 】

9：00から15：30

(毎月最終水曜12：00まで）
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【一日の流れ】

〇作業活動を中心に、下記の活動を行います。

〇昼食は、各自持参です。（弁当注文可）

【活動内容】

〇企業からの受注作業

ダンボールの梱包・部品組み立て・封入封印作業

などを中心に行い、毎月工賃をお支払いします。

〇創作活動 カレンダー・キーホルダー作り、書道、

年賀状作りなど、季節を感じながら行います。

〇健康管理 毎日の体温測定、毎月の体重・血圧

測定と、年1回の内科検診を行います。

〇みどりのカーテン 夏場の日よけを兼ねてアサガ

オを育てます。

〇体力維持 体操教室やウォーキング（散歩）をし

ています。（エアロバイクをしている方も…）

〇月１回 午後からの活動

食事会・茶道教室・ボウリング大会・お花見や忘

年会など、みんなで外出したり、体験教室を行っ

たりします。

〇日帰り旅行 年に1回、ご家族も参加して、楽しい

一日を過ごします。

【アクセス】 ※ 事業所の送迎はありません。

電車：JR常磐線 内郷駅 徒歩5分

バス：新常磐交通 いわき総合高校バス停 徒歩2分

【お問合せ】 お電話またはホームページの「お問い合わせ」からお願いします。

9:00 9：10～12：00 ー 13：00～15：00 15：00～15：30

朝礼 作業など 昼食 作業など 掃除

ラジオ体操 途中休憩（10分） 休憩 途中休憩（10分） 終礼

部品組み立て

ダンボール作業

忘年会・カラオケ

豆だるま作り（デコ屋敷）


