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平成 27 年度を振り返る

理事長 上田 一郎 

シーモックがＮＰＯになって 8 年が経過した。懸案となっていた生活介護室の整備に翻

弄された一年だったが、少しは使い勝手が向上したのだろうか？この一年間で解決された

こともあるが、新たな課題も浮き彫りになってきている。 

利用者にあった新しい作業が見つからず、菓子の作業は閑散期と繁忙期の落差を解消で

きずにいる。一方で、支援学校から実習や進路先として毎年数人を受けてきたが、そのパ

イプも途切れようとしている。この地域で一定の役割を継続して行けるか真価が問われて

いる。 

このような状況下、社会福祉法人となる申請を市原市に提出した。社会福祉事業を行う

法人であることを明確に示す一方で、税理士に会計をお願いし、外部の監査を受けるなど、

公共機関として役割を明確にしていく。 

また、お菓子の販売所を兼ねた第二作業場として分場を作ることを検討している。作業

を分散し、支援学校等の卒業後の進路相談にも応えていく。繁忙期を迎える秋までには整

備を終えたいと計画している。 

支援学校や商工会議所など各機関との関係を大切にしながら、この地域で歩みを続けな

ければならない。平成２８年度に期待したい。 

 

 2 月 7 日、今年で 5 年目になるお菓子教室を開催し、 

ブラウニーとクッキーのデコレーションをしました。3 つの

小学校から 22 名の子供達が参加し、5 名の利用者さんがお手

伝いをしてくれました。 

緊張していた子供達もやり始めると夢中で、デコレーション

はびっくりするほどの仕上がりでした。 

保護者の方にも“来年も教室を行って下さい“ととても好評

でした。 

（支援員 齋藤） 

 

 



 

  

「鬼は～そと！」「福は～うち！」 

元気いっぱいの声がシーモック中に響き渡る 2月 3日。今日は節分の日。

チラシを丸めて作った手作り豆、鬼のお面をつけて準備万端。 

「鬼はどこから来るの？」「やっぱり怖いよー。」と少し不安気な利用者

さん。安心して下さい！こわ～い鬼は来ませんからね。ということで、

就労では山本鬼～。生活介護では私、渡邉鬼～。各職員が鬼に扮して豆

まきを行いました。怖がらせるはずが…。あれれ？皆さん大爆笑。利用

者さんより職員の方がハリキリすぎたかな。笑顔いっぱいの豆まきにな

りました。泣き虫鬼や寝ぼすけ鬼…。み～んなやっつけましたね。素敵

な春の訪れを待ちましょう。           (支援員 渡邉恵) 

お楽しみ会が、2 月 17 日(水)に行われました。 

朝から御飯の炊けた香りが、皆を出迎えました。

メインはチキン！サラダ、デザートも作りまし

た。日頃のチームワークで料理がどんどん出来

上がり、作業しながらの笑い声があちこちから

聞こえ、終止和やかな雰囲気でした。 

食後のゲームでは、職員も参加して盛り上がり、

楽しい一日になりました。 

         （支援員 白髪） 

みんなが楽しみにしているお楽しみ会。 

今回はドラ焼き作りとゲーム大会でした。ドラ焼きは職員の焼いたパ

ンケーキに生クリームと甘い餡子を挟みます。そして色鮮やかな赤い

イチゴと緑のキウイを添えました。その出来栄えは、味はもちろん見

た目も最高で某アニメの青いネコにも分けてあげたくなる程でした。 

また『魚つり物マネゲーム』では終始笑いの絶えない時間を過ごしま

した。いつも笑顔のステキな皆だけど、こんな時の笑顔は２割増しで

す。イヤ…３割かな(笑)もちろん最高の笑顔は写真に収めましたよ♪ 

                        (支援員 土岐) 



  

調理室 袋室 

２Ｇ 

生活介護 

相談 

今年度は 3 つの大きな変化がありました。 

まず第 1 に今までにも増して個別対応に重点を置い

た活動になりました。 

第 2 に 12 月から新作業棟に引っ越してきました。 

第 3 にワッペン貼りの受注作業を始めました。 

 28 年度も変化の年になりそうですが、個々の利用

者さんと向き合い、ひとつでも多くの笑顔が見られ

るよう取り組んでいきたいと思います。  

（支援員 岩橋） 

 

  

作業のスピードも上がってきて、皆さんそれぞれにな

んだか少し頼もしくなったように思います。12 月末

には今迄一緒に頑張ってきた渡邉さんと森君が新し

い目標に向かって巣立って行きましたが、1 月には新

しく吉野誠司さんを迎えて教えあいながら頑張って

います。これからも現状に満足するのではなく、利用

者さん一人一人の「できる事」をさらに広げて、笑顔

とやりがいに繋がっていくような支援を心がけてい

きたいと思います。        (支援員 岡崎) 

昨年の繁忙期もみんなで本

当に頑張りました。

 

  

『一致団結』を目標に作業を進めてきました。今年

度は、利用者さんや職員の入れ替わりもありました。

そんな中にあって、秋の繁忙期には互いに励まし合

い、補い合って昨年度を上回るお菓子数を達成する

ことが出来ました。協力して共同作業を行うことの

意味を再確認しつつ、来年度へ向かいたいと思いま

す。              (支援員 石井) 

今年に入ってから 2G メンバーが 2 名増えまし

た。それと共に今までの 2G の部屋とその隣の部

屋を利用できる様になり広さが UP しました!! 

頼もしい男性職員の本川も加わり新星 2G スタ

ートしております!!作業内容は今までの 2G メイ

ン作業のクッキー詰めに加え、新たにワッペンを

台紙に貼り袋に入れる作業に取り組んでいる今

日この頃です。2G メンバーそれぞれの方が得意

とする所に作業を分担し進めています。作業内容

に関しては、個別支援グッズを考えて作製し利用

者さん一人一人が「仕事をしているんだ」という

喜びと達成感を感じる事ができるように私達職

員も日々努力している次第です。昼休みには袋室

の利用者さんも行き来し、どのグループの利用者

さんも仲良しなところは昔から変わらぬ温かい

シーモックの雰囲気ですね。  (支援員 森井) 

相談支援事業が始まってから早いもので 2 年が

経過しました。私自身、わからない事ばかりの

日々でしたが、サービス等利用計画書も少しず

つですが、ご家族の方にご理解いただけている

事を嬉しく思います。今後も、利用者さんの生

活が充実し『笑顔が増えればいいな』という思

いを忘れずに支援し続けていけたらと思いま

す。         (相談支援専門員 渡邊) 



 

 

  

クッキーやサブレ、マドレーヌなど 

12 種類もの焼菓子が入った 

「シーモックの玉手箱」は、 

パッケージも可愛らしくギフトにも最適です。 

こちらの商品は予約注文となります。 

  

内容量：  

 

  

  

 

 

賞味期限：製造日より 21 日 

・こっこちゃんシリーズ 3 種 

・ミニごまサブレ 13 枚 

・ミニチョコたっぷりクッキー

13 枚 

・フィグレーヌ 3 個 

㈱カンガルー堂様より音楽が 

流れる掛時計をいただきました。 

生活介護棟に飾らせていただき 

ました。 

ありがとうございました。 

調理室担当の吉野誠司さんと 

袋室担当の永沢正一さんです。 

宜しくお願い致します。 

 シーモックでは「小野拳希くん」「黒川彩加さん」「後藤麻衣さん」「津田英里さん」の 4 名が成人を迎え、

1 月 8 日にお祝いを行いました。上田理事長より、図書カードと花束を受け取り 1 人ずつ言葉を紡ぐ姿は、

大人の階段を昇り始めキラキラと輝いていました。 

 これから様々なことが待ち構えていると思いますが、4 名がそれぞれに壁を乗り越えていく姿を見守って

いきたいと思います。   (支援員 遠藤) 

 

そんな 4 名にインタビュー！！ 

Q 成人した気持ちは… 

小野くん『もっと大人になれるように頑張る』 

黒川さん『今までと変わらない』 

後藤さん『忙しい！大変!!』 

津田さん『楽しかったです』 

Q シーモックはどんな場所… 

小野くん『落ち着く場所』 

黒川さん『楽しく作業をするところ』 

後藤さん『お菓子を作るところ』 

津田さん『楽しい場所』       

 

 



 

施設長 渡邊理香  

調理室 西村紀子、岡崎ルリ子、石井哲也、池田珠代、白髪澄子、 

（本橋ゆみ）、「齋藤千恵」、「田中孝平」 

袋 室 山口達史、富永正彦、森井由美子、星野政夫、「遠藤利奈」 

２ G 森山千栄、本川健一、大山美穂、「遠藤利奈」 

販 売 本橋ゆみ、小林博美 

分 場 遠藤利奈、齋藤千恵、田中孝平 

生 活 渡邉恵、山本洋輔、岩橋多美江、竹林みどり、土岐ゆき江、鶴岡節子 

相 談 山本洋輔 

歓迎会（五井グランドホテル） 

生活介護日帰り旅行 

しいの木会総会 

就労日帰り旅行（前半グループ） 

就労日帰り旅行（後半グループ） 

6月は健康診断月間です。 

生活介護お楽しみ会の日程につきましては、 

後日お知らせいたします。 

  
 

4 月 9 日 

4 月 23 日 

5 月 28 日 

6 月 11 日 

6 月 25 日 

人生に失敗の選択は無いと

言うのが私の持論でチャレ

ンジあるのみの 59 歳です。 

 

  支援員  本川 健一 

4 月からの職員配置 

 

バドミントンと旅行が好きな

おば(あ)さんです。 

皆さん仲良くしてください。 

よろしくお願いします。 

    事務  大我 雅美 

 

 

 

事務  大我 雅美 

皆さんと過ごした楽しか

った日々を忘れません。 

短い間でしたがありがと

うございました。 

事務  久米 正奈美 

「 」は分場立上げまでの所属 

4月 13日(水) 

5月 20日(金) 

5月 28日(土) 

6月 3日(金) 

6月 10日(金) 

☆ 3 月 15 日で退職されました。 

新職員紹介・退職職員挨拶 

 


