
秋も終わり、冬支度の季節となりました。

今回は「就労支援センターToMo ハウス／

ALL ハウス」（以下、「センター」）での活動

をご紹介したいと思います。 

 「センター」では受注作業として商用箱

の組み立て作業を行っています。例年であ

ればこの時期はお歳暮用の化粧箱の組み立

て作業がピークを迎えているところですが、

今年は新型コロナウイルスの影響もあり、

受注量が減少しています。 

しかし、それを嘆くのではなく、じっく

り作業をしながら手順を再確認するいい機

会に恵まれたのだと前向きに捉えてみんな

で作業に取り組んでいます。作業に当たっ

ている利用者のみんなからも「これはいい

の？」「次はこんな感じでいいの？」などの

確認の声が一層増え、みんなの作業意欲が

ひしひしと感じられます。 

また、商用箱の組み立て作業とは別に、

今私たちができる事を考え、「センター」の

活動の一環として、町内の落ち葉拾いやゴ

ミ拾いの活動を行っています。落ち葉の入

ったごみ袋は思いのほか重たく、２人で一

つの袋を持って「センター」下の坂道を登

り下りしています。終わった後はみんなへ

とへとです。そんなある日、七飯町南本町

町内会の会長さんが「センター」を訪れ、

みんなに労いの言葉をかけてくれました。

同時に“燃えるゴミ”用のゴミ袋を寄贈して

いただきました。この場を借りて御礼申し

上げます。本当にありがとうございました。 

連日、新聞やテレビでは新型コロナウイ

ルス感染症の暗いニュースが流れ、更なる

感染拡大も予想されています。ですがこの

ようなときだからこそ、今私たちにできる

事を確実に行っていき、このコロナ禍をみ

んなで乗り切らなければいけません。 

「センター」では、いつでも様々な作業

ができるように日々環境を整え、また、地

域の一員として社会に貢献できることがあ

れば、しっかりと取り組んでいきたいと思

います。 

 

            文責 皆川 曉 

山海平野！ToMo区分会報 
2020 年度 社会福祉法人道南福祉ねっと 20 年 12 月 1 日（火）発行 第４号 

 

 月 行 事 予 定 

12 月 2 日（水） めろん防災訓練/GH ミーティング 

12 月 7 日（月） 工賃支給日 

12 月 9 日（水）  オリーブ防災訓練/GH ミーティング 

12 月 15 日（火） そしあ防災訓練/GH ミーティング 

12 月 18 日（金） えーるレクリエーション 

12 月 23 日（水） つぐみ防災訓練/GH ミーティング 

12 月 24 日（木） クリスマス会 

12 月 30 日（水） 仕事納め/大掃除 

 

 

 

 

 



「多機能支援センターNEW ハウス」は亀田

郡七飯町上藤城にあり「就労継続支援B型」

及び「就労移行支援」の施設となっていま

す。 

ここでの作業内容は野菜の皮むきを主と

し、野菜の種類は人参、玉ねぎ、ゴボウな

どがあります。皮むきが得意でない方もピ

ーラーを使用することで皮むきに取り組む

ことが出来ています。また剥き残しがある

際には、皮むき作業に慣れている人が剥き

残しは無いかなど、再度点検確認を行なう

ことで安全に納品出来るよう取り組んでい

ます。 

野菜の皮むきが得意な方も少し苦手とす

る方も、皆で 1 つの作業を終わらせ売り上

げを上げるために協力しています。 

     （下の写真は作業中の様子） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また作業が早めに終わった際には余暇時

間としてお話したりゲームをしたりして楽

しむこともあります。 

 

 

（右の写真は余暇時間を 

利用し花の種を 

採集している様子） 

 

10 月 26 日（火）には防災訓練を実施しま

した。実際に火事が発生した際に避難行動

が迅速に行なえるようになる事と、一人ひ

とりの「価値ある命」を守れるようになる

ために定期的に実施しております。火事を

発見した際には大きな声を出し周囲に知ら

せたり、消火器を実際に手に取り、消火で

きるよう消火器の使用方法や避難場所を確

認したりしています。今回の避難訓練は今

年 3 回目ということもあり全員速やかに行

動できていました。 

（下の写真は防災訓練の様子） 

 

 

 

 

 

 

 

 

「多機能支援センターNEW ハウス」は作

業だけではなく、人と人とが仲良く生活し

安心して通所できる場所にしたいと考えて

います。時には揉めることもありますが、

様々なことを乗り越え団結できています。

職員も当事者のそのような姿を目の当たり

にし支援を行なう大切さを日々改めて感じ

ます。職員も当事者も互いが成長し合える、

そんな「多機能支援センターNEW ハウス」

を目指しています。  文責 岩谷 恵輔 

山海平野！PORT区分会報 
2020 年度 社会福祉法人道南福祉ねっと 20 年 12 月 1 日（火）発行 第 4 号 

 

 月 行 事 予 定 

12 月 7 日（月）工賃支給日 

12 月 12 日（土）休み 

12 月 25 日（金）クリスマス会 

12 月 30 日（水）大掃除 

12 月 31 日（木）休み 

 

 

 

 

 



秀峰駒ヶ岳を眺めると雪化粧、いよいよ本

格的な冬の到来です。寒さも日を追って厳し

くなってまいります。コロナも心配ですが、

風邪にもお気を付けください。 

 前号でもお知らせしましたが、就労支援セ

ンターWORK ハウスでは、連日発

砲のシール貼り作業が続いており、

利用者の皆さん一丸となって、丁寧、

綺麗をモットーに日々頑張ってい

ます。発注元の方もスピーディーな

仕上がりに驚いていました。 

 地域活動支援センターも移転か

ら一か月が過ぎ、利用者の皆さんも環境に馴

染んできた様子です。 

 先日、消防訓練

が実施されまし

た。コロナ禍の中

で行われた消防

訓練は例年とは

違った意識を持

ちつつ、皆さん寒

さの中、真剣に訓練に取り組んでいました。 

 創作活動では、札幌市で開催された「障害

者就労施設等製品展示会」へ出品した

WORK 創作品、イヤリング・ピアス・スト

ラップなどが高評価を得、17 点売り上げる

ことができました。これからも、ニーズに沿

った季節ものや想像を織り込んだアクセサ

リー作りに取り組んでま

いりたいと思います。 

 12 月と云えばクリスマ

ス。例年 WORK ハウスや

ひめかわではクリスマス

会を盛会に開催していましたが、今年はコロ

ナウイルス感染症予防のため、それぞれのホ

ームでケーキを食べて過ごすことになりま

す。少し淋しいですが、

今は我慢！です。来年は

倍返しで楽しみましょ

う･･･。 

 コロナが勢力を増し、

まだまだ落ち着く気配

がない状況ですが、ワク

チンの研究も進んでいる明るい兆しも見え

て来ています。しかし、今が耐え時！油断す

ることなく、消毒、マスク、手洗い、三密回

避、行動自粛など一人ひとりができる対策を

実践し、そして美味しいものをたくさん食べ

て良く寝て免疫力をつけたいものです。今だ

からこそ「自分を大切にし、他人を大切にす

る」ときです。 

 当事者、職員共に警戒心を

持ってこれからも前向

きに日々作業に励んで

まいります。 

 年末に向けて、ます

ます寒さ厳しくなりま

すが、どうぞ良いお年

をお迎えください。 

         統括管理長 浅利 洋兵 

山海平野！WORK 区分会報 
2020 年度 社会福祉法人道南福祉ねっと 20 年 12 月 1 日（火）発行 第 4 号 

 

 １２ 月 行 事 予 定 

12 月７日（月） 工賃支給日 

12 月 12 日（土） 法人休業日 

12 月 29 日（火） 大掃除の日 

12 月 30 日(水)  仕事納め 

 

 

 

 

消 防 訓 練 シール貼り作業

が 

 

創作活動 


