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ＬＦＡ（Light Friend Association）

社会福祉法人光友会　いそご地域活動ホームいぶき広報誌

職員のひとりごと

 　皆さんは家族と一緒に食事を食べていますか？

　我が家は8人家族なのですが、最近は全員が揃って食べるのが難しくなって

きました。昼ごはんは学校や会社などがあって一緒には無理かもしれませんが

朝ごはん、夕ごはんは出来たら一緒に食べたいですよね。

　私は特に夕ごはんの時間を大切にしています。その日にあった出来事やニュースの話をしながら

のんびりごはんを食べ、晩酌するのが毎日の楽しみです。　　　　　　　　（看護師　横山法子）

　いぶきだより　vol.46　目次

　　　1ページ　最近感動したこと　　２・3ページ　いぶき職員全員集合!

　　　4ページ　ボランティア募集・職員の入退職・職員のひとりごと　　　別紙　後援会会報

夏季期間中に障害のあるお子さんたちと一緒にお出かけしませんか？

プールや食事などを通して楽しい夏の一時を過ごしましょう！

初めての方も、必ず職員が一緒に活動しますのでご安心ください。

１日のみ参加も大歓迎！活動費用は食事を除いてご負担はありません。

日 付 行 先 活 動 時 間

７月２４日 (月 ) レストランで食事＆リネツ金沢でプール遊び！ ９：３０～１６：００

７月２６日 (水 ) 横須賀軍港めぐりに行こう！ ９：３０～１６：００

８月 ２日 (水 ) レストランで食事＆リネツ金沢でプール遊び！ ９：３０～１６：００

８月 ７日 (月 ) レストランで食事＆リネツ金沢でプール遊び！ ９：３０～１６：００

８月１０日 (木 ) レストランで食事＆南部療育センターでプール遊び！ １０：３０～１６：００

８月２１日 (月 ) フェリーに乗って鋸山に行こう！ ９：００～１７：００

申し込み先 ボランティア担当 保科
ほ し な

（tel 045-778-1228）

4/1付　高橋昌弘（いぶき→地域支援部 総合相談支援センター）

　平成18年9月に入職してから約10年半、日中活動・生活支援・相談支援と３つの部門

を担当させていただき、様々な利用者さん・ご家族・支援者との出会いがあり、楽しい思い

出をたくさん作ることができました。また、その中から障害のある方の生活や支援について

たくさん学ぶことができました。この度、藤沢エリアの相談部署に異動となりましたが、こ

れまで学んだこと、経験したことを糧にがんばります。ありがとうございました。

4/1付　村井良行（いぶき→藤沢南部地域福祉部 障害福祉センター） 

　いぶきでの4年間の在籍中に、次男が生まれ、育児休暇・時短勤務を経験し、子育てして

いる方々の幸せとご苦労を知りました。良い仲間、素敵な利用者様、ご家族様と関わらせて

いただき、いぶきの暖かさに触れ、充実した日々を過ごすことが出来ました。

　今は、藤沢市辻堂にある障害福祉センターに勤務しています。ひかり治療院（針灸）もあ

りますので、お気軽にお立ち寄りください。４年間ありがとうございました。

4/1付　伊藤祥司（いぶき→藤沢南部地域福祉部　太陽の家） 

　この4月より藤沢市鵠沼にある太陽の家という事業所に異動となりました。平成26年度

から3年間という短い期間でしたが、皆様には大変お世話になり感謝申し上げます。

　あっという間に過ぎてしまったという感じですが、3年間で楽しい思い出をたくさん作る

ことができました。

　今年長男が20歳となり、いつもはこの手の

ことに関心無さそうな本人が一人暮らし先から、

日付が変わった瞬間に「20歳になりました。

今までありがとうございます。」のメール。本

人なりに感慨ひとしおの様子、意外な反応に感

　　　　動させられました。

　

所長　溝渕　崇
みぞぶち　 たけし

　５月に私の祖父がグループホームに入居しま

した。空っぽになった部屋の片付けに妻と行っ

た時、４年前に他界した祖母が残したマドレー

ヌの紙型を見つけ「私が作ろうか？」と言って

くれた妻の言葉と、出来上がったマドレーヌの

画像が送られてきた時に、その優しさ

に感動し、改めて妻に感謝しました。

　　　　　　 担当部長　森　淳
もり　 あつし

　昨年の夏、高校の部活のグループラインが誕

生しました。今回地方組の一人が横浜へ帰省す

るのを機に、集まったのは当時の部員14人中

９人！卒業してウン十年経過しても半分以上の

賛同と参加率に当時の結束力を思いだし、懐か

　　　　しさと嬉しさがこみ上げてきました。

担当部長　加古川　昌子
か　こ がわ　　まさ こ

　先日、綱引き大会にいぶき職員男女９人で参

戦しました。全員が初心者でしたが、一戦毎に

試合を反省し、次の試合に臨みます。また他チー

ムの方々も暖かいアドバイスを下さり、綱引き

の要となる専用靴まで貸して頂き、なんと結果

は３位！！

　感動の１日でした！

　　　相談課 課長　奥田　佳子
お く だ　　よし こ

　先日、丹沢に登山に行きました。山頂から見

える富士山は、とても眺めが良く心穏やかにな

り感動しました。また、山頂で食べることがで

きる「鍋割うどん」も美味しく感動しました。

今度は、どこかアルプスの山に登り大自然を体

感しもっともっと感動したいと思い

ます。

　地域課 課長　保科　由貴
ほ し な　　ゆう き

　感動したことは、昨年の６月に横浜医療福祉

センター港南に入所された方から手紙をいただ

いた事です。医療的ケアがあり、日常的な動作

はお手伝いが必要でした。表情や視線の動きで

コミュニケーションが取れ、とてもユニー

クな方でした。会いに行きたいと思います。

　　　通所課 課長　近藤　洋嗣
こんどう　　ひろつぐ

職員の異動：退職

　　　入職：（いぶき）４/ １付　内田　守

　　　退職：（いぶき）４/３０付　浜田秀生　兵頭範保

　　　異動：（いぶき）４/ １付　森　　淳（湘南希望の郷→いぶき）

う ち だ　　まもる

　　　　しさと嬉しさがこみ上げてきました。

コミュニケーションが取れ、とてもユニー

クな方でした。会いに行きたいと思います。



いぶき

　いぶきは今年１３年目を迎え

ました。今年度も変わらぬ気持

ちで職員一丸となって事業に取

り組んでまいります！どうぞよ

ろしくおねがいいたします。

野見和子　　高橋綾子　　岩崎珠美

福士亮子　　　　八巻美緒

磯子区基幹相談支援センター
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