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HIMURO MAGAZINE PRO HIMURO MAGAZINE PRO

２F　コミュニティベース①

　　2F　ファーム

ラボb
3F

ジョブサイトひむろ1期棟

ラボ a です。 ジョブサイトひむろの中でも手先が器用な方、 お金のために仕事を
頑張りたい方、 得意な仕事がある方が集まってきました。 この５名が集まれば、
新しい仕事でも立ち向かえる気がしています。 仕事を中心に設定していますので、
仕事の流れを知っていただくために実際に納品先に出向いたり、 企業の方とも直
接お会いする機会を持ちたいと考えています。 また仕事をするための体力づくりも
それぞれに合わせた方法で実施します。 いつかラボ a メンバーで ・ ・ ・
仕事後に居酒屋でビールで乾杯を！　　　　　　　　　                                                   中西

ラボa
3F

ジョブサイトひむろの 「ラボ」 は製作所をイメージしてネーミングが決まり
ました。 これまでの内職作業やこれから見つけていくお仕事など、 色々な
物を作り上げて行きます！下請けのお仕事は納品先つまり使い手が見えづ
らいため、 「誰の役に立つのかな？」 と思ってしまいますがラボ b ではまず
身近な人の為に何かをする （働く） を積み重ねていき、 人の役に立つ経
験を 「働く」 にシフトチェンジしていきたいと思っています。 「ありがとう」
の言葉が飛び交うグループをめざします！　　　　　　　　　　　                           永野

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ファームグループは畑作業を中心に活動するグループですが、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　畑作業だけでなく収穫した野菜の販売や自分達で調理して味
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わうなど畑を通して様々な活動をおこなっていきます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グループのモットーは利用者の方、 スタッフ関係なく 「みんな
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　が楽しむ」 です！これから色々なことに楽しみながら挑戦して行
こうと考えており、 野菜販売では定番の物から普段見かけない珍しい野菜なども企画していますの
でファームの野菜販売の際にはご購入頂けるとグループのモチベーションにつながるのでご協力頂
けると助かります。 　　　　　　　　　　                                                                                                中原

クリエイティブベースは陶芸やアート活動を中心に作業を行っています。 陶芸は粘土の再生、 自主製品の器や小物
の作成を行っています。 完成した商品は 「たかつきまるしぇ」 等に一緒に販売に行き、 ご利用射さんに自分で作っ
た商品がお客さんの手に渡ることで仕事の達成感や充実感を実感して頂けるよう努めています。 また、 アート活動
ではデッサンや粘土をつかった作品の制作をおこなっています。 発足したばかりで手探りな状態ではありますが、 ひ
むろ内だけでなく様々な場所でのデッサンや展覧会への応募、 商品化を視野に入れて活動を行っています。 　
　　　　　　　　　　　　                                                                                                                        　　　　　　　　　　　　　　　　　井上 ・ 若林　　

洗濯グループがランドリーグループと少しオシャレに改名されました。 新しいメンバーも加わり、 それぞれの得
意を活かしてお仕事していきます。 スタッフも多彩でパソコンが得意な人、 野球の審判している人がいるので、
活動内容も広げていきたいです。 空いた時間にババ抜きをしたり、 神経衰弱をしたり、 みんなでワイワイ楽しい
グループです。 行きたい場所ややりたいことがご利用者、 スタッフ共に沢山あるので、 一つ一つ実現していき、
より楽しいグループにしていきます。 　　　　　　　　　　　　　　　                                                                         松本 ・ 田中

コミュニティベース①はご利
用者様８名、 スタッフ５名が
所属しています！
ご利用者様それぞれの好き
なこと ・ 得意なことを大切に
ひむろ ・ そしてこれから地域
での活動やお仕事を積極的に
広げていき、 地域との繋がり
「ひむろの顔」 になりたいです
！旧グループが異なっていた
スタッフですが、 新鮮な雰囲
気のもと、 スタートし、 少し
ずつチームワークもできてきま
した。 これからもご利用者様
と一緒に楽しく、 活動してい
きたいと思います。 よろしくお
願いいたします。
                 　　　　　　　高岡 ・ 船曳

　1F　
クリエイティブベース

アート 陶芸

　　1F　
ランドリー



ENJOY A FULFILING
       HOME AND
  COMMUNITY LIFE

JOBSITEHIMURO

JOBSITE HIMURO
1-14-27  HIMURO TAKATUKI OSAKA
072 697 2234 FAX  072 697 2222

ジョブサイトひむろでの
  生活と地域社会生活を
  楽しく充実したものに

1 期棟完成
　記念号



コミュニティベース③北棟

HIMURO MAGAZINE PRO

ジョブサイト

ひむろ 17
202２.5

NO.

コミュニティベース②北棟

ジョブサイトひむろ北棟

ひむろ北 「コミュニティベース 2」 は旧そうぞう 5グループです。 ご利用者様６名と４名の
スタッフです。 内、 新体制ではスタッフが２名が新らしくなりました。 ドライブや散歩、 室
内での運動プログラムを中心に、 個別のプログラムも提供しています。 １つの事を全員で
取り組む事は難しいですが、 数名でスタッフと楽しく取り組める様に考えています。 利用
者様が安心して過ごせる環境、 笑顔で笑いの多いグループに出来ればと思います。 ご利
用者様のニーズに沿った楽しいプログラムになる様、 できる限り気持ちに寄り添った支援
に努めてまいりますので宜しくお願いします。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　林 ・ 中嶋

コミュニティベース 3では散歩や室内運動など体を動かす活動や個々のニーズに合わせた外出活動に取り組んでいただいています。 健康を維
持して好きな活動や新しいことにもチャレンジしておられます。 体重は増加気味ですが ・ ・ ・ 。 月に 1度全員で体育館に行き様々な運動を楽
しみながらいい汗を流しています。 主にスタッフが汗だくですが ・ ・ ・ 。 個別の外出活動では犬がお好きな方は地域のペットと散歩をする活
動、 チラシがお好きな方は周辺地域でチラシ集めをする活動など、 好きを活動に繋げています。 日々の活動を通して様々な人と関わりながら
地域での豊かな暮らしを目標に挑戦し続けるグループにしたいです。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　丸山 ・ 上田

私たちコミュニティ2グループ、コミュニティ3
グループは、2期棟完成後、2期棟に引っ越
します。2期棟の完成を楽しみにしています！



HAPPY BIRTH DAY
3月

ジョブサイト

ひむろ NOTICE

JOBSITE HIMURO MAGAZINE

JOBSITE HIMURO no OSIRASE

新しく正職員 2名非常勤職員 5名が入職されました。
どうぞよろしくお願い致します。どうぞよろしくお願いします！

岩永亜矢子さん（ラボ b）

井上裕加里さん（クリエイティブベース）

上田　優香さん（コミュニティ 3）

大槻　行夫さん（ランドリー）

川又明日香さん（クリエイティブベース）

仲久美子さん（コミュニティ 3）

N
E
W

新入職スタッフ

5月4月

長年一緒に働いていた陶芸グループの中尾スタッフが 4月からジェイブラ
ンチヨドに異動になりました。 ヨドでもきっと、 みんなが楽しいことに沢山チ
ャレンジしてくれると思います！　　　ありがというございました。

施設建て替えで、 お世話になった給食のスタッフ
さんともお別れです。 いつも朝早くから心のこもっ
た給食を作ってくださり、 ありがとうございました。

GRADUATION
4 月よりグループホームからひむろに異動とな
りました井上ともうします。異動してまだ数ヶ
月ですが、ご利用者の皆様と一緒に様々な活動
ができて、毎日楽しく働かせいただいています
。どうぞよろしくお願いいたします。

4月より入職し、コミュニティ③グループを担
当させていただいています。利用者様の思いを
大切にしたサポートをしていけるよう、精一杯
頑張ります。よろしくお願いいたします。

4月に入職いたしました。未経験ですが、利用
者のみなさんにとって居心地の良い場所をつく
っていけるように頑張っていきたいと思います
。よろしくお願いします。

永年の会社勤めも卒業し、多少薹が立っていま
すが、40 歳から活動している硬式野球審判員は
今年も頑張っています。とは言え、経験のない
分野なのでしっかり研鑽し、至誠一貫の気持ち
を大切に取り組んで参ります。

5月からクリエイティブベースで勤務させてい
ただいています。美術大学で織物や染色を主に
学んだ経験を活かし、利用者の皆様お一人お一
人に合った方法で一緒に絵画や物作りを楽しん
でいけたらと思います。

支援員として入職しました。利用者様と慣れ親
しめます様、頑張っていきたいです。
楽しく笑顔の絶えない場所を沢山作って行きた
いです。


