
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●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 9 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＞8月の行事感想・秋祭り中止のお知らせ・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・9月の行事予定・家族のつどい 

＜７ Ｐ＞編集後記・送迎のお知らせ 
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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・9月のｸﾗﾌﾞ活動・スポーツなど 

＜６ P＞ＧＨ入居者数・ＧＨについて 

＜８ Ｐ＞9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。 

～9月号目次～ 

～秋祭り開催中止のお知らせ～ 
例年９月に開催しておりました秋祭りは、新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を鑑み、今年

も開催を中止させていただくこととなりました。 

毎年ご協力いただいていた皆様、ご来場を楽しみにされていた方におかれましては、ご迷惑をおかけす

ることとなり大変申し訳ございません。今後、新しい生活様式に沿って、地域の皆様と交流できる機会を

検討して参りたいと思います。 

海岸散策へ行きました 

８月に２回、海岸散策へ…！  

太陽がまぶしく照りつける、夏まっさかりの日に、平磯海岸へ 

ドライブに行きました。大ちゃんクジラの辺りは、海水浴を楽し 

む人々がいましたが、ふわりメンバーはあまり知られていない 

海岸へ行ったので、プライベートビーチ！？  

近所のお店でテイクアウトをした焼き鳥を食べたり、海と 

青空をバックに記念撮影をしたり…楽しい夏の想い出づくりができました。 

 

＜参加したメンバーの感想＞ 

・ リアルに行ってきてよかったです。夏の海はイイ。ケーキと焼き鳥を買って、公園で食べてよかったです。 

・ 精肉屋さんに行って、興味をもちました。天気が良くて海がきれいでした。 

・ ケーキをおみやげに買いました。暑かったけど行ってよかったです。海も公園もよかったです。 

・ きれいな海を見て、買物も楽しめて、よかったです。 

・ 芸能人も来たお店で買物をしました。焼き鳥を買って、海を見ながら食べて最高です。 

・ 海の水はあたたかくて気持ちよかったです。私たちの他にだれもいなくて、静かでした。 
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14 51 12   10 

 
花詩工房 食品加工 ボナッペ 

21 38 18 

登録者数 87名(8月 30日現在) 
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≪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 

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 

「9月の楽しみ」 

7月は、作業をがんばったから工賃が今までで一番多

かった 

8月は実家に帰っちゃうから減っちゃうかな 

9月はまだわかんないけどまたたくさん作業に出ます 

                            C・S 

賠体（エバ）が反復する真逆に私の番（つがい）が 

執める（心理）ホルスト、ローマンヒル モバイラ

ーから発しられ表われる君（E・T）サバイバー、ヘ

ビニストつなげよう  レム睡眠 

煮干しにならないようにね。歯石直 Gちゃんのリベ

カル誌。N 

みなさん夏バテしていませんか 健康がだいじです 

無理しないでください  コロナにも負けないでネッ 

これからは、食欲の秋です。おいしい物をいっぱい食べ

て、健康をとりもどして下さい。    R・I 

 

「証明！」   作 Ｉ 

人は、自らの無実を守るために、「証明」という言葉を使

う！。「私は決してこの事件に関して、悪事を働いてはい

ない！！。これがしいて言えば、私なりの証明

だ！！！。」とアリバイを提示する。そしてこの発言に、警

察はジンモンを始める。「いいかげんに白状したらどう

だ！！。なぜなら、お前のアリバイはバレているの

だ！！！。」「いや、それでも私は罪を犯してはいないの

だ！！！。」そこで裁判が始まる。そしてその告訴で被告

人の無罪が確定した時に、その人は勝訴となる！！。要

するにエン罪が「証明」される。ポリスがいつも正しいとは

限らない！。 
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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・ドッジボールなど  

 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 

（8 月30日 現在 登録者数 男性 129名 女性  46名  計  175名 

名 ） 

 

日程：２２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 
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日時 ： 毎週水曜日 10：45～ 

場所 ： 馬渡フリースペース 

日時：９月２５日(土)１３：００～  

参加費：１００円 

場所：柳沢ランチルーム 

今月は「 クレープ 」です 
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日時：９月１８日(土)１４：００～  

場所：柳沢ランチルーム  

ギター、キーボードなど 

  みんなで演奏してみませんか♪♪？ 

       

日時 ： ２１日(火) 10:45～ 

場所 ： 馬渡事業所 フリースペース 

ボランティアの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オシャレペン立て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。 古民家のジオラマ(模型) 

＜過去に作った作品紹介＞ 

 



 

 

日程： ９日（木）・３０日（木）   

場所： 馬渡事業所 フリースペース 

時間：１０：４５～ 

 

 

                     

日程： １３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。 

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： ２日（木）・１６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。 

 

 

 

 

家族のつどい 

さまざまな悩みについて、参加者で話し合いをする予定

ですが、今月は「コロナウイルス」の影響が心配される

為、お休みとさせていただきます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

９月の行事予定 
  
❤散策❤  １７日(金) ２４日（金） 

＊詳細はふわりのフリースペースの掲示版で 

ご確認下さい。 

  お電話でのお問い合わせもどうぞお気軽に 

ご利用下さい。 

 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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日程：７日(火)・２８日（火） 

時間：１０：４５～ 

スイカ deにこにこ縁日 
８月２６日に、ゲームやスイカ割りをして、楽しみました。 
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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 ６名 ５名 8名 8名 6名 10名 7名 

空き状況 １名 ０名 １名 0名 0名 0名 0名 0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    （ ８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。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜注意事項＞ 

＊平日帰りの便は、 

 ロビーのホワイトボードにご予約下さい。 

＊土・日・休日は完全予約制です。 

 当日 AM９：１５までにお申し込み下さい。 

 

 

 

ハートケア 
センターひたちなか 
(生活介護棟) 

  
  

 

 

【送迎バス 運行時刻変更のお知らせ】 

 

【編集後記】 

６月１日より、平日の送迎車の時刻表が変更になります。（空白（停車なし）と  の停留所には停車しません）※土日は変更なし 
 

まだ熱中症の心配も残る時期ですが、冷房病

には気を付けてください！水分補給は喉が乾い

てからでは遅いので定期的に水分を取ってくだ

さい！ 

 
名刺や封筒などの印刷も請け負っております。ご注文

やご質問などございましたら、お気軽にお問い合わせく

ださい。これからもよろしくお願い致します。   
お問い合わせ ： ０２９-２６４-１５００   

 

 
レストランボナッペ 



　　       令和3年 9月
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4
ランドリー作業　9：30～

制作会10：45～ みんなで一緒に考えよう

パソコンプログラム10：50～                       10:45～

ミニ作業13：00～ ランチサービス　12：00～

スポーツクラブ13：30～

5 6 7 8 9 10 11
ランドリー作業 9:30～

就労プログラム 13：00～ 生活プログラム　10：45～ 制作会　10：45～ SST  10:45～

シナプソロジー　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～ ランチサービス　12：00～

書道クラブ　13：30～ スポーツクラブ 13:30～

12 13 14 15 16 17 18
ランドリー作業　9：30～ （出店クラブ）
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 散策

パソコンプログラム　10：50～ 　　　　　　　　　　 10：45～
　　　　　　　　　

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～ 楽奏クラブ　　　　14：00～

19 20敬老の日 21 22 23秋分の日 24 25
ランドリー作業　9：30～ ランドリー作業　9：30～

生活プログラム　10：45～ 制作会　10：45～ 散策

大八郎さんのわくわく工作　 パソコンプログラム10:50～
　　　　　　　　　　　　10：45～

ランチサービス　12：00～ ランチサービス　12：00～ ミニ作業　13：00～ 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　13：30～ 軽音クラブ　13：30～ デザートクラブ　13：00～

　

26 27 28 29 30
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～

シナプソロジー　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 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

午
前

午
後

午
後

午
前

午
後

午
後

午
前

午
前

午
後

午
前


