
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

●多機能型指定障害福祉サービス事業所 

  ハートケアセンターひたちなか 
Restaurant Bonappe 

●分場 喫茶なごみ 
       福祉の店ポレポレ 

●地域活動支援センター ふわり 

 

●グループホーム 

   （介護サービス包括型）  

 ラッキーひたちなか・スマイルひたちなか 

  フラワーひたちなか・ドリームひたちなか 

 オアシスひたちなか・リバティひたちなか 

 フレンズひたちなか・モンエマーサひたちなか 

社会福祉法人 はまぎくの会 

令和３年 6 月 1 日発行 

 
〒311-1231 
茨城県ひたちなか市柳沢 2831 
ＴＥＬ  029-264-1500 
（相談専用）  
ＴＥＬ  029-219-8166 
ＦＡＸ  029-262-6200 
E-mail:ＢCB10270@nifty.com 
Http：//hartcare-hamagikｕ.com 

 

＜表紙＞ふわりからのお知らせ・ニュースポーツの感想・目次 

＜３ Ｐ＞仲間のｺｰﾅｰ・ボナッペのお知らせ・ＮＥＷ FACE 紹介 

＜５ Ｐ＞ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ講座・ﾗﾝﾁｰ君・6月の行事予定 

＜７ Ｐ＞家族のつどい・通信購読料について・編集後記 

・送迎変更のお知らせ 
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＜２ Ｐ＞なごみ・多機能利用者数・注文販売のお知らせ 

＜４ Ｐ＞支援利用者数・ｸﾗﾌﾞ活動・スポーツ・5月の行想 

＜６ P＞ＧＨ入居者数・ＧＨについて 

＜８ Ｐ＞6月のカレンダー 

～5月号目次～ 

ﾊｰﾄｹｱで、 ランドリー（洗濯）作業 を始めま内

容：作業で使った、白衣やタオルなどの乾いた洗濯 

ものをサイズごとにわけて、カゴに入れる作業 

時間：９：３０～  １０分から２０分程度 

        （洗濯場の白衣やタオルが分け終わるまで） 

 

※ 参加者はロビーに集合してください。 

※ 参加人数の確認後作業を行います。 

※ 参加人数が多い場合、ランチルームの机やいすの拭

き掃除などの軽作業を分担して行うことがあります。 

※ 同じ時間に実施していた“朝活”は中止となります。 

 

 

※ポカポカバンドの紹介※ 

「地域活動支援センターふわり」では月に１度、軽音

クラブというプログラムがあります。 

軽音クラブではポッカポカバンドというバンド活動を

行っていて、講師の小泉周二先生にご指導をいただき

ながら、参加者が和気あいあいと楽器演奏の練習をし

たり、コンサート活動を行っています。 

この度、小泉先生がポッカポカバンドのテーマで詩

を書いてくださいましたので、みなさんにご紹介させて

いただきます。 

『ふわり馬渡事業所オープンしました』 

柳沢事業所で運営してきた「地域活動支援センターふわり」ですが、昨年１２月より、馬渡事業所（国営ひたち海浜公園近く）に

もオープンしました。（馬渡事業所は平日のみ開所）スタッフも柳沢事業所と馬渡事業所へシフトで勤務しているので、今まで通り 

お会いできないですが、送迎もありますので、お気軽にお越し下さい。皆さんが参加したいと思っていただけるプログラムをご用 

意してお待ちしております。（送迎の詳細については、別ページ参照） 

「ニュースポーツ」を体験しました！！ 

５月１７日～２１日の５日間、馬渡フリースペースで「ニュースポーツ」の体験を行いました。 

気軽にどなたでも楽しめるスポーツとして開発されたもので種類が沢山あります。ふわりでは、「ユニカール」 

「オーバルボール」「バッゴー」「ディスクゴルフ」の４種目を行いました。利用者様はもちろん、ボランティアさんや

スタッフも参加し、楽しむことができました。みなさん、ぜひ参加してみてください 

～今回参加された方の感想～ 

T さん：カーリング（ユニカール）楽しかったです。ばっちりできました。 

A さん：楽しかったです。「負けたくない！」と思って頑張ってみました。もう少しやってみたいと思いました。 

M さん：腰痛がありますがカーリングみたいなスポーツができて良かったです。点数はよくなかったですがみんなと 

楽しみました。 

スタッフ M：初めて挑戦しました。中年以上（？！）の私でも結構良い点がとれて楽しかったです。試合がしたいです。 

 

ふわりの新しい活動です！「楽奏クラブ」 

日時： ６月２６日（土） PM２：００～ランチルーム 

ギター、キーボード、ドラムなど楽器の練習、演奏を楽しみたい方の集いです。 

今月は、「夢の中へ」を合奏してみましょう。次回からは、今流行の曲にチャレンジしていきたい 

と思います。 どうぞお気軽にご参加下さい。（担当：三上スタッフ） 

～6月号もくじ～ 
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登録者数 82名(5月 31日現在) 
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「七角曲がり」作 I 

一つ目の角を曲がると、そこには床屋があり 

二つ目の角を曲がると、そこには八百屋があり 

三つ目の角を曲がると、そこには魚屋があり 

四つ目の角を曲がると、そこにはバイク屋があり 

五つ目の角を曲がると、そこには雑貨屋があり 

六つ目の角を曲がると、そこには精神科施設 GHがあり 

七つ目の角を曲がると、そこには天国があった！ 

NEW FACE 
 Q1 お名前・生年月日・血液型 

Y・I さん  

S,45 年 6 月 6 日 O 型 

 Q2 ニックネームはありますか？ 

    岩ちゃん 

 Q3 趣味・特技は何ですか？ 

    マージャンが好きです 

Q4 好きな食べ物、苦手な食べ物 

    ファミレスのドリンクバーが好きです。 

 Q5 好きな芸能人（有名人）はだれですか？ 

    特にいません。 

Q6 皆さんにメッセージをどうぞ 

    まだ新米なので、宜しくお願いします。 

 

      

 
 
 

≪レストラン ボナッペ》 
茨城のこだわりの食材を使ったカジュアルなお料理をゆっ

たりとした店内でお楽しみいただけます。 

皆様のお越しをスタッフ一同お待ちしております。 

営 業 日  火・水・木・金   定休日  月・土・日・祝 

営業時間  ランチ 11：30～14：00 

（日によって、営業時間が変更になる場合があります） 

住    所  ひたちなか市馬渡 558-1             

T E L   029-219-7633 

 

観音寺高校 大旨科 

菩薩「観世音」地蔵菩薩自蔵、五体満足に虚空（弁天様）私かあ、

水素核に赤せつ惑星えざしに気をつけて、リベラル化柿根、垣根 

泥々オレンジ矢巨 デカルト商法 自家経営  N 

努力とは楽しい事を精一杯する事である  ｂｙ内藤諠人 

つながっていないものをどうつなげて考えることができるか。 

それを探究することが知性の根源的なあり方  ｂｙ斉藤 孝

O.T 

このままでいい    だきしめる    アコ・トーイ 

スタッフさんに色々なタイプの人がいて私は

お手にしています。気さくな人、細かい人、

きれいで何でもできる人、男性みたいに器

の大きい人 etc. <女性の人ですよ> 

毎日働く姿を見ている私はパワーをもらっ

ています！ ○け  

T 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時 ： 水曜日13：30～(第 4水曜日は休み) 
参加人数によって内容が変わります。 

例（卓球・なわとび・ドッジボール等）      

 地域活動支援センターは、病気と向き合い、医療機関を

利用しながら生活を送っている人たちがたくさん利用して

います。さまざまな相談や福祉サービスの利用の助言や

関係施設との連絡調整を行い､精神障がいを持つ人が地

域で自分らしい生活ができるように､本人と一緒に考えて

いきます。 

 具体的には､３６５日フリースペースの開設､ランチサー

ビス（土・日・祝）､自宅訪問などを行っています。他のペー

ジにもいろいろなサービスが紹介してありますので、ぜひ

一度利用してみませんか？ 

●ご相談はこちらまで ＊来所相談は予約が必要です 

     TEL 029-264-1234     
  平日 午前９時～午後７時まで  
  土日祝 午前９時～午後５時まで 
●フリースペース開設時間 
  平日 午前９時～午後７時まで 
  土日祝 午前９時～午後５時まで 
  施設維持管理費 （利用 1日あたり） １００円 
             （１１月２０日現在 登録者数１４１名） 

   
●ご相談はこちらまで ＊来所相談は予約が必要です 

     TEL 029-219-8166     
  毎日 午前９時～午後５時まで 
 

●フリースペース開設時間 

  毎日 午前９時～午後５時まで 
  施設維持管理費 （利用 1日あたり） １００円 
  ＊土日祝日は柳沢営業所のみ開設 

（5 月30日 現在 登録者数 男性 128名 女性  47名  計  175名 

名 ） 

 

日程：２３日（水）１３:３０～ 

場所：馬渡事業所 フリースペース  

楽しく自由にやってます。 

日時：毎週火曜日１３：３０～ ３０分程度 

場所：馬渡事業所 フリースペース  

13は 

       
<毛筆>   

参加メンバーで書く文字のテーマを考えて 

思いついた言葉を書いています。毎回、作品 

を掲示していますので、テーマを当ててみて 

下さい ! 

<硬筆・ペン習字> 

        古文や万葉集、格言などを自由に 

練習しています。 
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海浜公園の感想 ４月２３日（金）ネモフィラを見に行ってきました。 

・ネモフィラがきれいだった。花を見ているとなごむので、又、皆と行きたいと思いました。 K さん 

・チューリップが見たかったのですが見損なってしまったことが残念でした。ネモフィラはとても広く咲いていてきれいでし

た。毎年見に行っています。N・C さん 

・海浜公園で初めてネモフィラを見ました。沢山歩いて、いい気分転換になりました。ありがとうございました。 N さん 

～スタッフより～ 

当日はお天気が良く、まっ青な空とまっ青で満開のネモフィラ！！そして手前には黄色の菜の花畑・・・春風にゆら

れ身も心もリフレッシュできました。＾ｖ＾ 途中、圏内にある古民家ではガイドの方に建築様式の説明を受けることが

出来た事も貴重な体験となりました。 

 

 

 

日時 ： 6月15日(火)10：45～ 

場所 ： 馬渡フリースペース 

ボランティア大八郎さんに教えていただきながら、牛乳パックを

使った古民家のジオラマ(模型)を作ってみましょう！ 

キットが準備されていますので、簡単に仕上がるはず！ 

参加費無料です。 



 

 

日程： 3 日（木）17 日（木） 

場所： 馬渡事業所 フリースペース 

時間：１０：４５～ 

 

 

                     

日程： ２1 日（月） 

場所：馬渡事業所 フリースペース 

時間：１０：４５～ 

 

参加する皆さんで、話題を考え、おしゃべりを楽しむ

会です。 

前回は、『明るく、元気に、生活する方法』の話題で 

した。 

自分でお話しすることが苦手な方でも大丈夫！ 

どうぞ、ご参加ください。 
 

 

 

 

日程： 10 日（木）、24 日(木) 

場所：馬渡事業所 フリースペース 

時間：１０：４５～ 

 

※予定は変更になる場合があります。 

シナプソロジー 

シナプソロジーとは？ 

「2 つのことを同時に行う」「左右で違う動きをす

る」といった普段慣れない動きで脳に適度な刺激を

与え、活性化を図ります。複数人で楽しく行うこと

で、感情や情動に関係した脳も活性化され、認知機

能や運動機能の向上と共に、不安感の低下も期待で

きます。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

6月の行事予定 
◎散策◎ 

・日程：６月 11日(金) 

「聖火リレーのトーチを 

見に行こう！！」 

・日程：６月１８日(金) 

「近代美術館」 

・日程：6月 25日(金) 

「お買い物ツアー」   
❤デザートクラブ❤ 

   日程：6月 26日(土)13：00～ 
 

♪楽奏クラブ♪  

日程：６月２６日(土)14：00～ 

場所：ランチルーム 

※事前に申し込みが必要なプログラムもございま

すので、お気軽にお問い合わせください。 

 

 ランチー君 土、日、祝日昼食に、 

ぜひランチサービスを 

ご利用ください。 

いろいろなメニューを 

ご用意しています。 

１０時半までの受付で

す。 

(日程は最終ページの 

カレンダーをご覧くださ

い) 
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家族のつどい 

次回は６月１２日（土）に開催予定です。

さまざまな悩みについて、参加者で話し合

いをする予定です。 
 
● 次回日時：６月１２日（土） 

      １３：３０～１５：００ 

●場所：地域活動支援センターふわり(馬渡) 

担当 冨田 

 

日程：6 月 22 日(火) 

       29 日(火) 

時間：10：45～ 



6 

 

 

GH名 ラッキー スマイル フラワー ドリーム オアシス リバティ フレンズ 
モンエ   

  マーサ 

定員 男 10名 男 6名 女 6名 男 8名 
男 5名 

女 3名 
男女 6名 男 10名 男女 7名 

入居人数 9名 5名 ５名 8名 8名 6名 10名 6名 

空き状況 １名 1名 １名 0名 0名 0名 0名 1名 

グループホーム（GH）とは、地域で自立した生活を送るための共同住

居です。対象は、ある程度身の回りのことはできるけれど、1 人で生活

するのは「難しい」、「心配だ」、「自信がない」、という精神障がい

を持っている方です。 

世話人と呼ばれているスタッフが相談にのったり、生活のポイントを

一緒に考えたりします。日中は、主にハートケアセンターや支援センタ

ーふわりをご利用いただきます。 

 自己負担金 （目安） 

 ◎ １ヵ月あたり５７,０００円（利用料、水道光熱費、食費込み) 

   市町村より家賃補助があります（上限    １０，０００円） 

 ◎ 福祉サービス自己負担金 

  

 グループホーム プロフィール  

 グループホーム ドリーム 

グループホーム はまぎく 入居状況    （ 5 月 17 日現在 ） 

グループホームってどんなところ？ 

現在、グループホームはまぎくでは８棟のグループホームがあり、スタッフが食

事を作るグループホームから、自分たちで当番制で調理する所、アパートタイプ

のグループホームまでいくつかのタイプのグループホームがあります。ご利用

者の方は生活状況や目標に合ったグループホームに入居しており、スタッフは

体調や生活全般を見守り、ご利用者の方が出来ることが少しでも増えていけ

るようお手伝いをしています。日中はハートケアセンターや支援センター、その

他の事業所や就労先へ通っておりますが、土日は近くのスーパーへ買い物へ

行ったり、外食されたり、図書館へ行ったりと、それぞれのペースで生活されて

おります。見学は随時受けておりますので、興味のある方のご連絡をおまちし

ております。 
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出来た事も貴重な体験となりました。 

 

 

 

日時 ： 6月15日(火)10：45～ 

場所 ： 馬渡フリースペース 

ボランティア大八郎さんに教えていただきながら、牛乳パックを

使った古民家のジオラマ(模型)を作ってみましょう！ 

キットが準備されていますので、簡単に仕上がるはず！ 

参加費無料です。 



　　       令和3年 6月
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5
ランドリー作業　9：30～

生活プログラム　10：45～ 制作会　10：45～ SST 10:45～

パソコンプログラム10:50～

ミニ作業　13:00～ ランチサービス　12：00～

書道クラブ　13：30～ スポーツクラブ

6 7 8 9 10 11 12
ランドリー作業　9：30～

仲間企画　映画鑑賞会 生活プログラム　10：45～ 制作会　10：45～ みんなで一緒に考えよう 10:45～散策　【聖火リレー見学】

パソコンプログラム10:50～

ランチサービス　12：00～ ミニ作業13：00～ ランチサービス　12：00～

書道クラブ スポーツクラブ

13 14 15 16 17 18 19
ランドリー作業　9：30～ 8

生活プログラム　10：45～ 制作会　10：45～ SST　10:45～ 散策　【近代美術館】

大八郎さんのわくわく工作 パソコンプログラム　10：50～

ランチサービス　12：00～ ミニ作業　13：00～ 出店クラブ

就労プログラム 13：00～ 書道クラブ　13：30～ スポーツクラブ　13：30～ ランチサービス　12：00～

20 21 22 23 24 25 26
ランドリー作業　9：30～

茶話会　10：45～ 生活プログラム　10：45～ 制作会　10：45～ みんなで一緒に考えよう 10:45～散策【お買い物ツアー】

シナプソロジー　10:40～ パソコンプログラム10:50～

ランチサービス　12：00～ ミニ作業　13：00～ ランチサービス　12：00～

就労プログラム　13:00～ 書道クラブ　13：30～ 軽音クラブ　13：30～ デザートクラブ　13：00～

　 楽奏クラブ　　　　14：00～
27 28 29 30

ランドリー作業　9：30～

シナプソロジー　10:40～ 制作会　10：45～

パソコンプログラム　10：50～

ランチサービス　12：00～ ミニ作業　13：00～

就労プログラム 13：00～ 書道クラブ　13：30～ スポーツクラブ　13：30～
　

　※土・日・祝祭日は柳沢フリースペースのみ開いています。馬渡フリースペースは休みです。　※平日は基本的にハートケアセンター各班の通常作業があります。　

ハートケアセンター　ひたちなか
地域活動支援センター ふ　わ　り
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