
  

 

                                                        

 

 

                    

 

  さくら事業所より 
あじさいホームでは利用者の皆様の健康の

維持と増進に向けて，３月から朝のラジオ体操

を行っています。「できることからみんなで始

めよう！」をスローガンに，無理をせずに毎日

継続して行えるようホームの全員で話をして

この取り組みを始めました。ダイエットの目的

も兼ねていることから，朝６時２５分のテレビ

体操の時間になると皆様積極的に声をかけ合

って集まり，画面を見ながら大きく体を動かし

元気に体操を行っています。  

コロナについては大崎市でも連日複数の新規

感染が報告されており，まだ終息の兆しが見え

ない状況ではありますが，各ホームでは皆様が

楽しく過ごせるようそれぞれ工夫しながら生

活しています。当事業所といたしましても，コ

ロナの感染予防については今後も万全を期し

て対応していきたいと考えています 

●宮城県指定管理５期目 

県北地域福祉サービスセンター通信 Kenpokku  Kenpokku  Kenpokku  Kenpokku  Kenpokku  Kenpokku  

Kenpokku  Kenpokku  Kenpokku  Kenpokku  Kenpokku  Kenpokku  Kenpokku  Kenpokku  Kenpokku  Kenpokku  

Kenpokku  Kenpokku  Kenpokku  Kenpokku  Kenpokku  Kenpokku  Kenpokku  Kenpokku  Kenpokku  Kenpokku  

Kenpokku  Kenpokku  Kenpokku  Kenpokku  Kenpokku  Kenpokku  Kenpokku  Kenpokku  Kenpokku  Kenpokku  

Kenpokku  Kenpokku  Kenpokku  Kenpokku  Kenpokku  Kenpokku  Kenpokku  Kenpokku  Kenpokku  Kenpokku  

Kenpokku  Kenpokku  Kenpokku  Kenpokku  Kenpokku  Kenpokku  Kenpokku  Kenpokku  Kenpokku  Kenpokku  

Kenpokku  Kenpokku  Kenpokku  Kenpokku  Kenpokku  Kenpokku  Kenpokku  Kenpokku  Kenpokku  Kenpokku  

Kenpokku  Kenpokku  Kenpokku  Kenpokku  Kenpokku  Kenpokku  Kenpokku  Kenpokku  Kenpokku  Kenpokku  

Kenpokku  Kenpokku  Kenpokku  Kenpokku  Kenpokku  Kenpokku             令和３年２月発行 

Kenpokku  Kenpokku  Kenpokku  Kenpokku  Kenpokku  Kenpokku  Kenpokku  Kenpokku  Kenpokku  Kenpokku  

Kenpokku  Kenpokku  Kenpokku  Kenpokku  Kenpokku  Kenpokku  Kenpokku  Kenpokku      平成３０年５月発

行（春夏号） 

 

Link(ﾘﾝｸ)より 
 障害者就業・生活支援センターＬｉｎｋでは、

障害者雇用促進法に基づいた国・県の障害者支援

事業を行なっています。就職に関するご相談、お

仕事や生活全般についての相談を受けるところ

です。 

 新年度スタートから、新型コロナウイルス感染

拡大の影響により、新規相談受入れ、定期面談実

施、職場訪問・定着支援対応、等の通常業務が困

難になる状況でした。そのような状況下でも，支

援を必要とする当事者様・企業様がいるため，感

染症対策をきちんと行い，支援しています。来所

者へもご協力いただきマスク着用・手指消毒・検

温の実施等、“うつらない・うつさない”対応の

継続を図っています。 

 これまでも緊急性が高い事案については、感染

防止対策に留意しながら当事者支援・企業支援に

当たって来ました。今年度もコロナのある日常

に、スタッフ一丸となり職務遂行に努めたいと思

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラジオ体操のご様子です 
正面入り口 面接室 

 

〒989-6117 宮城県大崎市古川旭５丁目 7-21 

   TEL：0229-23-1513 / FAX：0229-23-1562 

①宿泊型自立訓練・自立訓練（生活訓練）【定員 20 名】 

②短期入所（ショートステイ）【定員 1日 2 名】 

宮城県援護寮 

＜事業所におけるなんでも相談・苦情解決窓口＞ 
責  任  者   所 長  浅野律子 
担  当  者   主任主査 森山和子 
第三者委員        新井弘美 

●令和４年度 事業計画 
【重点項目】 
「SST（社会生活技能訓練）の標準化による 
支援の質の向上」   

＜事業所におけるなんでも相談・苦情解決窓口＞ 
  責 任 者  所 長  浅野律子 

担 当 者  主任主査 阿部勝美 
第三者委員             新井弘美 

●令和４年度 事業計画 

【重点項目】 

「就職率の向上」  

〒989-6117 宮城県大崎市古川旭 4 丁目 3-7 

①障害者就労・生活支援センターLink  TEL：0229-21-7466  
②指定共同生活援助事業所さくら（介護サービス包括型） 
グループホーム「こはる」「さくら」「くじら」「あじさい」 

TEL：0229-25-5815 

  

地域支援センター 

ほほえみ 

令和４年度がスタートし，早くも新緑の季節を迎えています。宮城県の新型コロナウイルス感染症再拡大防止

期間の終了により制限が緩和された日常に，嬉しさを感じつつも改めて感染防止対策の必要性を噛みしめている

ところです。皆様におかれましてもまさに「新しい生活様式」で日常を過ごしておられることと存じます。 

また日頃より当事業所へのご理解・ご協力を賜りまして，令和３年度も無事に終えることができましたことに，

利用者様・ご家族様をはじめとし企業様，各関係機関の皆様に厚く御礼申し上げます。 

宮城県援護寮では入寮前面談や事業所見学などをオンラインで実施する等，コロナ禍での新しい事業の展開方

法に工夫をして取り組んでいます。令和３年度は７名の方が地域移行をしています。今年度は第三者評価受審の

年でもありますので，施設の実態の検証を行い，より質の高いサービスの提供に繋げていきたいと考えています。

共同生活援助さくらについては感染症対策を入念に行い，地域生活者としての生活の安定・充実に向け支援して

います。住み替えをする方もいらっしゃり，切れない支援に努めています。障害者就業・生活支援センターＬink

も，ご相談への対応や長く仕事を継続できるように関係者の皆様のご協力をいただきながら事業を進めていま

す。 

これからも「Ｗｉｔｈ コロナ」で「新しい生活様式」の「３密回避」「換気」「マスク着用」「手洗い・手指

消毒」等感染防止対策を継続しながら，利用者の皆様に安心してサービスを利用していただけるよう，職員一同

取り組んで参ります。今年度もご指導くださいますようお願いいたします。 

センター長 浅野 律子  

援護寮も，春の活動が始まりました 



 

  

 

  

  

4 月 13 日 塩竈神社 

塩竈の桜はまさに満開を迎

え，春爛漫の景色が感動的

でした。神社を参拝して景

色の写真を撮ったり，お昼

には海の幸をいただいた

り，塩竃を満喫することが

できました。 

○日々の感染対策 
 
 

 
 
 

 

○ゾーニング指導 
 

  

 

４月は社会体験やリフレッシュを目的とし

て，桜の名所である塩竈神社・涌谷城址にお花

見へ行っています。コロナ禍の情勢を踏まえて，

三密を回避するため２グループに分かれての外

出となりました。 

外出先は利用者の皆さんで繰り返し話し合い

ました。場所はどこにするのか，見どころはど

こか，昼食はどこで摂るかなどを調べてプレゼ

ンし，ディスカッションを通して決定していま

す。自らの思いを伝え，他者の意見を聞くこと

は，活発なコミュニケーションの場となりまし

た。 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

援護寮では毎日の検温や健康チェック，定時の施設内消毒

を実施しております。また，社会情勢に応じて寮内のルー

ル（外出・泊，短期入所の受入れ等）を随時見直し，更新

しています。 

来客者には検温・消毒等のご協力をいただいております。 

軽運動 

週に１回，卓球やバスケットボール，バドミントンやウ

ォーキングなどのスポーツに取り組んでいます。体を思

いきり動かすことで，気分も晴れやかです。 

SST（social skils training） 

コミュニケーションスキルについて学びます。繰

り返し練習をすることで，日常生活での自然なコ

ミュニケーションの流れを身に付けていきます。 

〇金銭管理 

退寮後の生活を見据え，金銭管理は自立訓練の大きな柱として取り組んでいま

す。計画性や実行力を身に付け，収入に合った生活をすることは，心の安定に

も大きく関わります。利用者の皆様は個人の金庫で生活費等を管理しており，

朝・夕の決まった時間に昼食代や日用品代，病院代，交通費の出金・入金をし

て日々の金銭管理に取り組んでいます。 

ホームページにて短期入所の空き状況や短期入

所利用までの流れを掲載しております。また，

『県北ブログ』を随時更新しております。 

ぜひご覧ください！ 

☞https://fukushi.miyagi-sfk.net/kenp/ 

〇交流室 

テレビを設置しており，

リラックスして過ごすこ

とが出来る空間です。 

4 月 26 日 涌谷城址 

4 月下旬はほとんど葉桜で

したが，残っていた八重桜

を見ることができました。

それぞれお土産を買った

り，ゆったりとした時間を

過ごしました。 建物入口へは検温器及び来寮名簿を設置しています 

地震や火災発生に備え，防災体制の確立・意識の向上を目

的として，4 月 27 日避難訓練を実施しました。業者様立

会いのもと，古川消防署への通信訓練を行っています。 

避難訓練終了後，水消火器を使用した消火・発電機操作訓

練を皆様で行いました。 

４月 19 日宮城県看護協会 新型コロナウイルス

感染防止対策相談窓口を通じ，講師として感染管理

認定看護師 残間由美子様にお越しいただきまし

た。カラーテープを用いたゾーニングや備品棚の設

置，予防衣の着脱訓練等，オーダーメイドのご指導

を受け，大変貴重な機会となりました。 

地域生活に必要な技能や知識を身に付けるため，自立訓練（生活訓練）として様々な日中活動に取り組んで

います。今回は軽運動，SST，共同調理についてご紹介します。 

毎日使用している 

手揚げ金庫 

共同調理 

利用者の皆様でバランスの良い献立を考え調理して

います。季節の食材を取り入れ，よりおいしく，より

簡単に栄養価のある昼食を摂ることができました。 

城址公園の下り坂 

ゾーニング指導及び着脱訓練 

毎回行っているロールプレイ 

この日は「質問をして会話を続ける」スキルを学んでいます 

水消火器を使った 

消火訓練 

非常時の電力供給のため 

発電機操作訓練 

真剣な話し合い 
「つきみち」にてお昼ごはん 

アイスブレイクの様子 

参拝されているご様子 

4 月 27 日 豆腐ハンバーグ 4月18日 スコッチエッグ 

塩竈神社の桜 

白熱する卓球のラリー練習 バスケのシュート練習 
寮内のご紹介 


