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就任にあたり・・・ 

 平成 29年 4月 1日に就任し、社会福祉法改正によって 6月に行われました定時評議員会を得て理事会が開催され再任されました

ことを報告させていただきますとともに、日頃より当法人の運営に深いご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。白老宏友

会は、設立 32年の歴史を積み重ね、利用者本位にたった地域福祉の流れを推進し、日中支援事業所に 149名、GHに 96名の利用が

あり、加えて短期入所事業、特定相談支援事業、共生型事業を運営するに至っております。合わせて、今回の改正においては経営

組織のガバナンス強化、事業運営の透明性の確保、財務規律の強化、地域における公益的な取り組みを実施する責務、行政関与の

在り方が示されており、このことを踏まえた更なる法人の発展を目指したいと考えております。また、本年度は法人理念に加え支

援理念として「気遣いや思いやりを大切にし、向上心を忘れず、共に出会えて良かったと言える人生作りを目指す」と掲げました。

2020年に開催される東京オリンピックの年に白老町には国立アイヌ民族博物館・共生公園が誕生します。その街づくり構想は着々

と進んでいる事から新たな出会いの地域参加の機会と考え、微力ではございますが職務に専心努力して参りたいと思いますので更

なるご支援を申し上げ就任のご挨拶と致します。どうぞ宜しくお願い申し上げます。            理事長 茂木 靜  

～評議員・役員一覧～ 

理 事 長 茂木 靜  常務理事 北平 保 

評 議 員 大屋 正義・松岡 勝昭・藤本 直司・田上 ミドリ   

大髙 宏雄・岡田 清・高橋 郁子・五十嵐 省蔵 

理    事  鈴木 靖男・西 幹雄・星 貢・眞砂 裕・土門 誠 

監  事 煤孫 正美・吉田 稔 

      

H29.4.7 役職員交流会にて 



■生活介護事業部 母の日企画創作活動「メッセージボード作り」 

あいうえお作文で日頃の感謝の気持ちを・・・ 

今回の母の日企画では、「あいうえお 

作文で日頃の感謝の気持ちを伝えよ 

う」をテーマに実施をしました。 

 あいうえお作文を通して、利用者 

さんと職員が一体となって活動を 

楽しむ事ができ、個々に思いの詰ま 

ったメッセージが完成しました。 

 

5月 8日（月）からライラック・フ 

ーズより委託の番重拭き取り作業を 

開始しました。作業場所は「てとて」 

旧商工会住宅で、作業内容としては、 

番重を水拭きした後乾拭きをすると 

いったものです。参加している利用者 

さんはやりがいを持って取り組むこと 

が出来ており、日々の活気にも繋がっています。 

■生活介護事業部 ライラック・フーズ委託 

新しく番重拭き取り作業を始めました！ 

■生活介護事業部 外出活動「いちご狩り」 

今年はジンギスカン！イチゴ！に食い倒れ！ 

竹浦にある椎茸栽培工場フォーレ白老にて 7 月 3 日（月） 

より請負事業を開始しました。作業内容は、菌床を浸水し 

一晩浸け置き棚に移していく作業を主とし、他製造に係る 

軽作業などを実施しています。この事業は、通年平日 5 日 

間（月曜～金曜日）の活動を予定しており、収益は就労事 

業収入及び工賃財源とし、可能な限り工賃向上、事業収益 

増を目指し事業所全体で協力し取り組んでいきます。 
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 多機能型事業所「ポプリ」 

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

 

  

  生活介護事業所「愛泉園」 

■就労継続Ｂ型事業 フォーレ白老下請け作業 

菌床の浸水作業を開始しました。 
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    「地域生活支援センターあぷろ」 

   

    「レインボーが開所しました」 

  本年 4 月にあぷろ事務所が移転し、利用者の余 

暇スペース『レインボー』として新たに生まれ 

変わりました。 

レインボーとい 

う名称には「皆 

さんの輝く未来 

を信じ、勇気を 

持って進んでい 

きましょう。」と 

いう意味が込め 

られています。 

 

 

 

  

 

 

  生活介護事業所「みらいえ」    生活介護事業所みらいえでは利用者本位の活動を尊重するため、選択活動という多数 

の活動のなかから選択していただいて積極的に活動参加をして頂いています。ヨガ、 

麻雀、音楽、ボクササイズ、書道、スケートなど多彩な活動を通して自己実現を図 

る機会を提供しています。また、オシャレに時間を過ごして頂きたい思いから中庭 

にカフェ風のスペースを設置しました。  

興味、関心の向かう先はそれぞれ違います。知的好奇心を、 

満足させることも人生の中ではとても重要なことです。乗り 

物、ファッション、観光、食べ物等さまざまなジャンルの本 

を揃えたフリースペースを設置しました。   

  北海道の四季はとてもすばらしいもので、この四季の移り変わりを肌で感じ取っていただく事も人生の 

中ではとても重要なファクターであると思います。毎年自然豊かな白老の水芭蕉見学やいちご・サクラ 

ンボなどの果物狩りを実施しています。 

みんなで水やりや雑草取りなど手間暇掛けて育てたものが実をつけ、収穫し、自ら食べる喜びは格別 

なものがあります。 

「みらいえファーム」は今年も豊作の予感です。  

 

 

 

  

 

レインボー開所記念 

コンサートの様子 

卓球も 

楽しめます 

 

 

第 1 支援課 

虎杖浜つりぼりへ行ってきました 

「のんの」 

千歳ドラえもんパークにて 

「とも」 

苫小牧とんでん外食 

「のあ」 

誕 生 会 

―――みらいえ 5 周年記念――― 

道内旅行…7 月 5 日（水）～7 日（金） 

      旭川・美瑛・富良野・十勝 

道外旅行…10 月 11 日（水）～13 日（金） 

      東京ディズニーランド 

GH「あさひ」・ポプリ利用者の 

川村智史さんが、3 月 12 日に利用解

除され（株）「しらおい食楽」に就労

し、ご自宅から通われています。 

～行事紹介～ 
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新任職員紹介（H28.11 月以降採用） 

「愛泉園」 

＊大谷美津子（生活支援員）H28.12.19 

＊越田 恵子（調 理 員）H29.2.1 

＊村上 縁薫（生活支援員）H29.3.1 

＊大塚眞由花（生活支援員）H29.4.1 

＊小嶋 理紗（生活支援員）H29.4.1 

＊田中 範幸（調 理 員）H29.6.21 

「ポプリ」 

＊森脇 洋子（職業指導員）H28.11.7 

＊渡邊さくら（生活支援員）H29.4.1 

＊及川 礼子（生活支援員）H29.7.1 

「あぷろ」 

＊本間 友和（生活支援員）28.12.5 

＊田中革代子（世 話 人）H29.3.1 

＊民部 敬子（世 話 人）H29.4.1 

＊吉村 定之（生活支援員）H29.4.1 

＊山丸 晴美（世 話 人）H29.4.1 

＊欠ケ端達也（生活支援員）H29.5.10 

＊安藤みどり（生活支援員）H29.6.15 

「みらいえ」 

＊小野寺美領子（生活支援員）H29.2.1 

＊大場かおる（看 護 師）H29.4.1 

＊佐藤  博（生活支援員）H29.7.10 

ご厚志（寄付）、ありがとうございました。 

「愛泉園」＊滝吉 公雄 様  

「ポプリ」＊外舘 博文 様 

新規利用者紹介 

「ポプリ」 

＊田中 良太さん H29.3.6（パン工場） 

＊中野 綾佳さん H29.4.1（生活介護） 

＊山野 麻鈴さん H29.4.1（ななかまど） 

＊江上 太樹さん H29.4.1（ななかまど） 

＊西川 幸一さん H29.7.3（パン工場） 

「みらいえ」 

＊髙島 菜摘さん H29.4.1 

編集後記・・・ 

 真夏の到来です。皆様の夏の風物詩は、どのような事でしょうか。体調管

理と熱中症にくれぐれもご注意ください。今年度より法人本部で年 2回の

発行となりました。新年度情報を掲載致しましたので、 

お楽しみいただき、この夏の良き想い出として、この 

「はぁもにぃ」が皆様にとりましても、心の 1ページと 

なりましたらうれしいです。宜しくお願い致します。    

(法人本部事務) 中辻 千惠    

～お悔み～（みらいえ利用者） 

＊後藤 賢哉さん H29.4.2（永眠） 

―――平成 28 年度社会福祉施設整備事業―― 

総事業費：7,728,480 円    

            補助総額：7,024,000 円 

（防犯カメラを設置） 

社会福祉施設整備事業の補助金を受け、「愛泉園」「ポ

プリ」「ななかまど」グループホーム 17 棟に、防犯

設備工事を行い安全で安心な地域生活を一歩整える

ことができました。 

 

管理者配置紹介 

＊共同生活援助事業所       

「地域生活支援センターあぷろ」  

センター長  土門  誠   

＊生活介護事業事業所「愛泉園」 

 施 設 長  北平  保  

＊生活介護事業所「みらいえ」 

 施 設 長  明實 昭市 

＊多機能型事業所「ポプリ」 

施 設 長  有城 雅章 

＊特定相談支援事業所「ゆから」 

＊短期入所事業「あぷろ」 

 所   長  田野島 靖 

 

 

 

7 月 9 日（日）白老町総合体育館第 55 回北海道障がい者スポーツ大

会が開催されました。白老町の競技種目はバスケットボールで、白

老宏友会からはチーム「フェニックス」として選抜メンバーである

上田勇士さん、斎藤貴光さん、秋山典之さん、高木将吾さん、梶田

匠一さん、谷内寛季さん、田中兼一さんが出場をしました。 

 

 

 

 

 

 

 

「得点決めるぞ！」とお揃いの T シャツで試合に挑む選抜メンバーの皆さん 

5 月から週 2 回練習に取り組み、最初はぎこちなかった動きも次第に

良くなっていきました。当日は持てる技術と力を全て出し切り優勝

候補のチームからワンゴールをもぎ取り大健闘をしました。結果は

惜しくも初戦敗退となりましたが、試合後のメンバーの表情からは

充実した様子が伺え、貴重な体験になったことと思います。 

 

応援ありがとう 

ございました 

←選手宣誓を

する上田勇士

さん 

お疲れ様！ 

頑張ったね 
 

平成 28 年度決算報告並びに事業報告については当法

人ホームページに掲載しておりますのでご覧ください

HP アドレス www.shiraoi-kouyuukai.jp/ 

第 55回 

北海道障がい者スポーツ大会出場！ 

 

 
宜しくお願い

致します！！ 


