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プホームと生活介護事業所併設の「東通生活支援事業所」を新築開所致しまし
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前回の会報でお伝えしておりましたが平成３１年４月１日、当法人にてグルー
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た！場所は駅東口から徒歩１５分程で、東幼稚園の裏手になります。近くにはス

新生寮訓練棟

ーパーのマルダイやロックンボウルがあります。２階建ての１階が男性６名定員

※各行事は日程や詳細について変更になる可能性があります。参加

のグループホーム「あいあいホーム」
、２階が生活介護事業所の「きらっと」と

される前に詳細についてご確認ください。

なっています。きらっとは竹生寮にある「作業所きらっと」の分場で定員は１０
名です。

31 年度

障がい児者総合相談会のお知らせ

１階の男性グループホームは“逢う・愛”等を掛け合わせて「あいあ

障がいに関する生活や就労などの各種相談に関して、各分野の専門相談員が丁寧に対応いたします。
主催～秋田市障がい者総合支援協議会相談機関連絡会
終

了

場所～秋田市中央市民サービスセンター「センタース」

おり、玄関を入って左側があいあいホームとなります。居室は約６畳、
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写真のようにクローゼット広めです。冷暖房も完備なので、快適にお過
ごしいただけます。廊下には手すりがついており、他リビング・トイレ・
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いホーム」と名付けられました。玄関は２階のきらっとと共同となって

２階生活介護事業所きらっとは、玄関を入ってすぐエレベーター
があり、車椅子の方や歩行困難な方も利用出来ます。２階の活動ス
ペースでは、日中活動として箱作り作業が行われています。箱作り
は印付け、折り方、蓋閉め、運び方等様々な流れの作業があり皆さ
んで分担し協力して取り組んでいます。広々としているので移動も
新元号「令和」の時代が始まり、気持ち新たに新生活を迎えている方も多いのでは

しやすいですよ♪その他２階には男女各更衣室・事務室・トイレが

ないでしょうか。竹生寮の外来療育を利用されている子どもたちも、4 月から新しい

↑

年度がスタートしたばかりですが、令和の幕開けとなりさらに日々のお勉強を頑張っ

→ きらっと

玄関

あります。

ております。「令和」が良い時代となるよう、子どもたち一人一人が願いを込めて書

秋田駅

あいあいホーム、きらっとともに入居、利用者さんを募

き初めを行いました。
今回は「令和」の書き初めを行った子どもたちの中から高岡祐士さんの作品を紹介

集しております。見学等随時ご案内いたしますので、お

します。一角ずつ丁寧に書き、払いや跳ねもしっかりと書いております。まるで「令

問い合わせは竹生寮（０１８－８３４－２５７７）まで

和」の時代は、“僕に任せて“と言っているように感じたスタッフでした。

お願いします。

作者の高岡祐士さん♪

編集後記
「令和」の幕開けになりました。新しい時代に胸を弾ませながら何かチャレンジ出来たら…と思いながら日々
過ぎております。日々のあたりまえの暮らしが一番幸せと感じる今日この頃です。（Ｋ）
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ちょっと耳より♪
障害福祉サービス等情報公表制度について
前回の会報(平成 31 年 2 月発行 Ｎｏ53)では、秋田市内の障害福祉サービス事業所一覧表を秋田市障
がい福祉課のホームページ上で閲覧できることをご紹介致しましたが、今回は全国の障害福祉サービス
事業所の情報を閲覧できる制度についてご紹介します
平成 30 年 4 月に施行された「障害福祉サービス情報公表制度」は、利用者の個々のニーズに応じた良
質なサービスの選択に役立つことを目的として、事業者が障害福祉サービスの内容を都道府県知事に報
告し、都道府県知事は報告された内容を公表する仕組みが創設され、平成 30 年 9 月 28 日より“障害福
祉サービス等情報公表検索サイト”が運営開始となりました。
秋田市障がい者総合支援協議会の各部会で作成した事業所一覧ほどの詳しい内容ではありませんが、
様々な情報が公表されており、秋田から日本全国の情報を得ることが出来るようになりました。転勤族
の方々には朗報ですね。一度、気になる施設・事業所を検索してみてください。

『秋田エンジェルス』は県内唯一のしょ
うがいしゃ野球チームで、毎月２回仲間と
心地よい汗を流し、
『明るく！元気に！笑顔
で！』をモットーに練習に励んでいます。
チームは１９７７年に発足し、毎年秋に
開かれる北海道東北大会の出場を目標に
し、基礎練習はじめチームワークを高めな
がら『君が一番輝く時 その瞬間』を目指
し一人一人の力を発揮しています。
代表の舘岡さんからは、初めての人でも
野球経験のある選手から助言を受け上達す
ることが出来るので、興味がある方は見学
に来てください！！メンバー募集していま
す！！と優しい笑顔で語ってくれました。

令和元年５月１９日ベイドリーム野球大会の一コマ！！

輝く瞬間のナイスショット📷皆さん暑い中ナイスプレー
でした！！

しょうがいしゃ野球とは…

◎検索方法
総合検索サイトで「障害福祉サービス等情報検索」を入力する。
または、秋田県のホームページ（美の国あきたネット）のトップ画面のキーワード検索に

NPO 法人日本身体障害者野球連盟が競技規則を定め
ております。

～練習場所～
勤労身体障害者スポーツセンター
(秋田市新屋下川原)

そのため、入部できる方は身体障害手帳（肢体不自由
の方のみ）、療育手帳を持っている方で、年齢や性別は
不問となります。
軟式野球で盗塁は禁止、打者代走など、多くのしょう

女性も活躍しています♪
がいの方が楽しめるように工夫されています。
一緒にかがやくメンバー募集中☆☆
①

【３９７７２】を入力し検索

② 【障害福祉サービス等情報公表制度について】
をクリック

～練習日・時間～
4 月～9 月： 屋外
月 2 回 第 2・第 4 日曜日／9 時～12 時
10 月～3 月：屋内
月 1 回 第 2 日曜日／9 時～12 時
～連絡先～
携帯：090-7795-5500 (舘岡さん)
メール：momoandhimawari47-1547@nifty.com
Facebook 秋田エンジェルス
情報発信中 QR CODE で簡単検索

③ 【障害福祉サービス等情報公表検索サイトへのリンク】
をクリック
④

右のような検索サイトが表示される
・事業所の所在地から
・住所、法人名、事業所名等から
検索することが出来ます。

又、秋田県障害福祉課のホームページには、秋田県内各就労継続支援Ａ型、Ｂ型事業所の平成２
９年度工賃実績額が公表されています。就労継続支援Ａ型事業所は６４,１６７円、Ｂ型事業所は
１５，１６９円となっています。平成３０年度の平均工賃は９月頃に公表されると思われます。
上記キーワード検索に【２５９６８】と入力してください。

６年間、相談支援を担当してきた佐々木が柳田新生寮に異動となり、柳田新生寮に
勤務していた越川が新たに相談支援専門員として勤務することとなりました。
平成２４年４月に相談支援事業へ配属となり、６年
間勤務しました。至らない部分が多くご迷惑をおかけ
することもありましたが、とても勉強になり、楽しく
充実した日々を過ごさせていただきました。皆さんと
共に過ごした時間を宝物にし、今後も精進したいと思
っています。大変お世話になりました。ありがとうご
ざいました。
〈佐々木邦子〉

はじめまして。今年度より、竹生寮にて相談
支援専門員として働くこととなりました。これ
まで柳田新生寮で生活支援員として働いており
ましたが、毎日が勉強の中、皆さんとの出会い
を大切に取り組んでいきたいと思います。どう
ぞ宜しくお願い致します。

＜越川政樹＞

