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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
　女子の中ではちょっぴり大きめの足の私。日々スニーカーをこよなく愛する生活を

する中でプチストレスになっていること、それはスニーカー用ソックスが脱げて靴の中

でくしゃくしゃに丸まっていく事です！人知れずこの靴の中の惨事に悩まされていた時、某靴下屋

さんで「お客様の足のサイズなら女性ものより男性ものを選ばれると良いですよ。」とアドバイス

を貰いました。今では女性ものには見向きもせず、あの不快感ともおさらば！快適なスニーカーラ

イフを送っています。足が大きめスニーカー女子の皆様、是非お試しあれ。　（相談課　奥田佳子）

　いぶきだより　vol.50　目次

　　　1ページ　2018年度の抱負　　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　他　　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。

　困難な状況に対して「無理である」とか「ど

うにもならないから」などと言い訳をして歩み

を止めてしまうことのないように挑戦していく

ことが今年の抱負です。一年を振り返った時に、

「前進したな」とか「成長したな」などと思え

　　　　る取り組みをしていきたいと思います。

　

所長　溝渕　崇
みぞぶち　 たけし

　「風に乗る。」３年ぶりにいぶきに戻ってきて

あっという間の１年、やり残していたことが沢

山見つかりました。大規模修繕、事業拡大、地

域啓発等。来年の開所１５年目の節目に、順風

に乗れるよう準備を進めたいと思います。それ

と、自分の健康管理を順風に乗せるこ

とも忘れません。

　　　　　　 　担当部長　森　淳
もり　 あつし

　昨年度は慣れない仕事に忙殺される日々の連

続。。。今年度は、仕事に振り回されないよう、

自分の成長のチャンスととらえ、変化を恐れず、

現状に甘んじず、常に楽しみながら、目の前の

一つひとつに丁寧に向き合っていきたいと思い

　　　　　ます。

担当部長　加古川　昌子
か　こ がわ　　まさ こ

　いぶきで働いて１３年目になりました。小さ

かったあのお子さん達もそれぞれ大人へと成長

をされ、それを様々な形で見守れるこのいぶき

という場所が、同じように成長し続けていける

ように、感謝と謙虚な心を忘れずに、努力して

参りたいと思います。

　　　　 相談課 課長　奥田　佳子
お く だ　　よし こ

　今年度の抱負は、「自分の体力の限界を知る」

ということで、日本で一番キツいと言われてい

る南アルプスにある甲斐駒ケ岳（黒戸尾根、日

帰り）に挑戦してきたいと思います。玄人でも

唸りをあげるこのルートで、日帰りができたら

　　　　　　「登山やってます」と名乗ってい

　　　　　　　　いそうです。頑張ってきます。

　　　　　　　　　 地域課 課長　保科　由貴
ほ し な　　ゆう き

　２０１８年の抱負、それは、毎年購入してい

るサマージャンボ宝くじ、ドリームジャンボ宝

くじで１０万円以上の金額を当てて、家族全員

で伊豆にある高級なホテルで宿泊して、３０㎏

　　　　　以上のマグロを釣ることです。

　　　　　　　　　 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：４/ 1付　（いぶき）二見 正樹　宮林 寛司　室　美里　（いぶきの家）石井 啓子

　　　　　　５/ ７付　（いぶき）紅林 真理

　　　　　　５/１６付　（いぶき・いぶきの家）白石　香

　　　異動：（いぶき）　　４/　1付　高島 義明（湘南希望の郷→いぶき）

ふ た み　まさ き

くればやし　ま　り

　みやばやし かん じ

しらいし　かおり

たかしま　よしあき

むろ　 み さと いし い 　けい こ

日 付 行 先 活 動 時 間

７月２６日 (木 ) 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３０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 ２日 (木 ) 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 ４日 (土 ) ウルトラマンライブを見に行こう！ ８：３０～１６：００

８月 ６日 (月 ) 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１０日 (金 ) 映画館で映画を見よう！ ９：３０～１６：００

申し込み先 ボランティア担当 保科
ほ し な

（tel 045-778-1228）

車いすをご寄付ください

　ご家庭で使わなくなった車いすをご寄付ください。形状や仕様によってはお受けできない

場合もございますので、いぶきまでご一報いただけると幸いです。

（担当：森・加古川）　　　　　　　

4/1付　加藤亮郎（いぶき→寒川事業所）

　いぶきに平成28年2月に入社をし、2年2か月を過ごさせて頂きました。

　素晴らしい仲間と利用者様に出会えて毎日が本当に楽しく、とても内容の濃い時間でした。

また、利用者様のご家族様からも日々様々なお声掛けを頂き本当に励みになりました。

　平成30年4月より本部の就労支援部「寒川まち食堂」に異動になり、毎日ネギ・キャベ

ツを切っております！これからも様々な事にチャレンジしていきたいと思います。

　本当にお世話になりました。ありがとうございます。
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