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シオンだより

発行元
認定 NPO 法人青少年の
自立を支える会 シオン

029(843)2282

絵を描くのが好きな入居者の M さんが描いてくれました。

職員急募！
詳しくは↓

新しい事業がはじまりました

さらなる前進
「器が人を育てる」と言いますが、私もそう思う
一人です。当人の実力や、実績よりも多少高いポ
ストを与えることで、彼らのやる気を育みます。
理事長

水野 洋

彼らは必死に取り組むでしょう。その必死さが、
彼らをより成長させます。

今年の４月から茨城県立医療大学

で学生食堂の運営をはじめました。

（多機能型事業所アミアス）

就労継続支援 B 型、就労移行支援
として現在数名の利用者が毎日が

んばって作業に取り組んでいます。
詳細は 7 ページをご覧ください。

一方、限界ギリギリで取り組むのですから、失敗もするでしょう。しかし、
失敗は成功の基、成功の反対は何もしないことです。ナイスチャレンジと評
価し、失敗を恐れず、一歩踏み出せるようになってもらいます。つまずき、
行き詰まっている場合には、声掛けや、適切な介入を行うことが必要です。
認定 NPO 法人

青少年の自立を支える会 シオン

ほんの少しの手助けにより、彼らは実力を超えた結果を出すことができ、協

ホームページ
認定 NPO 法人青少年の
自立を支える会 シオン

Twitter
ホームみらい

〒300-0341 茨城県稲敷郡阿見町
うずら野一丁目 5 番地 12

Twitter
ホームえがおの家

Twitter
ホームあい

働の大切さを知ります。
以上、「器が人を育てる」ように、子どもたちだけでなく、職員にも、一
生懸命に取り組む経験と、チームワークの大切さを学んでもらいたい、さら
なる前進をしてもらいたいと思っています。皆さん、プルスウルトラしましょ
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副理事長

浅井 和幸

常務理事

当法人の活動にご理解・

江尻 飛鳥

理事の江尻と申します。

ご支援を賜り、誠にありが

平成 30 年 4 月から自立援助

とうございます。

ホームあいのホーム長も務
めさせて頂いております。

普段、私たちが見過ごして

当法人は今年で開設 21 年となります。

しまう、家庭にいられず働か

NPO 法人として、子ども達の支援を続けてこられ

ざるをえない子ども達や、心の病のために生活の何

たのも、ひとえに皆様のおかげです。

気ないところで支障が出る障害者たち。その様な方

いつでもそこに在る子ども達のホーム（家）とし

たちがより良い生き方ができるよう、暮らしの場の

学生食堂では、日替わり定食をメインに、カレーライス、

量も味もサービスも満足です

（男子学生）

ラーメン、うどん、丼ぶり、飲料水やアイスなど幅広い
メニューを販売しています。お昼時には、学生や教職員

いつも大変美味しくいただいています

の方々で賑わっています。

（女性教員）

その様な中で、アミアスを利用している方々は、お客

丁寧な接客と挨拶がとても気持ち良い食堂です

様への食事の提供や仕込み、洗い物などの訓練をしてい

（学外女性）

ます。

て、支援を続けてまいります。今後とも、宜しくお

提供や就労支援などで、貢献できるよう努力してま

願い致します。

いります。

常務理事

こ の よ う な 声 を頂いています。

アミアス全員で力を合せて営業し
ています。

知久 浩明

理事

則武 窓子

理事を務めさせていただい

シオンにて、常務理事を
務めさせていただいており

ている則武です。数年前ま

す、知久浩明と申します。

で、週２回ほど学習支援に

普段 は、古河市にある「え

伺い、利用者さんの通信高

がおの家」のホーム長として、現場に出ております。

校の勉強のお手伝いをし、ついでに美味しいお昼

そのため、現場の声を運営に反映させる役割を

も一緒にいただいていました。残念ながら他の仕

担っていると考え、子ども達にとっても、職員に

事との兼ね合いで、今は直接伺うことができなく

とってもより良い法人となる様、日々精進してい

なりました。シオンが、利用者さんが、笑顔です

く所存です。

ごせる居場所であるよういつも願っています。

◇◇利用者の募集◇◇

アクセス

事業内容：就労継続支援 B 型、就労移行支援事業
理事

藤井 孝幸

利用時間：９時から 16 時まで

東大通り

※ 送迎あり・工賃あり・昼食あり
多機能型事業所アミアス

125
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作業内容：簡単な調理補助・軽作業・外部実習

ジョイフル
BOOK OFF
ホンダ荒川沖店 荒川沖店

陸上自衛隊
阿見駐屯地

エコス
荒川沖店 アミアス

連絡先

080-3507-2282

荒川沖

JR サイゼリヤ荒川沖店

amiasu@npo-zion.jp
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霞ヶ浦高等学校

利 用 日：月曜日～金曜日 ( 年末年始を除く )

（住所：茨城県稲敷郡阿見町うずら野 1-23-14）

石川 為海

125

354

利用条件：障害福祉サービス受給者証をお持ちの方

所 在 地：多機能型事業所アミアス

理事

（アミアスと茨城県立医療大学）
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〒

タイヨー阿見店

チサンイン
土浦阿見店

〒

茨城県立
医療大学

東京医大茨城
医療センター
茨城大学農学部

阿見町総合福祉保健
会館さわやかセンター

役員の紹介

ホームあい
2021.4 ～ 2021.11
理事

料理好きの子どもたちが夕食を作っ
てくれました。

山田 哲哉

監事

平成５年に更女に入会。

平素より、私たちの活動にご
理解とご支援を賜りまして、心

入会当時は更女の活動に無

より感謝申し上げます。初めまし

関心でしたが、数年経ち活

て、理事の山田と申します。

動に参加するようになると

さて、私がシオンと関係をもって、早 10 年が過ぎま
スイーツづくりが得意な子ども。
この日はプリンを作ってくれました。

活動の必要性を感じてきました。

した。私も幼少の頃、入所している子ども達と同じよう

今では更女の活動が楽しいです。

に複雑な家庭に育ち、寂しい思いをしたり、それを理由

多岐に及ぶ活動ですがその中で、シオンへの支

に荒れた青年期を過ごした事があります（笑）。

援は月に一回ですが、子どもたちの笑顔に会える

そんな時に救ってくれたのが、親身に話を聞いてくれ

のが楽しみです。

た優しい大人達（恩人）でした。そんな経験をした中で、
私も同じような境遇にある子ども達の助けに成れないか

スタッフ同士の親睦会を行いました。

と思うようになり、出会ったのが水野理事長でした。何

監事

度かお会いし、彼の熱い想いを聞いている内に、一緒に

りました大野です。普段はコ

恩返しできる場所だと思い、今に至ります。

モンズで NPO や子ども食堂

当法人は、客観的に見てもまだまだ未成熟な組織では
ありますが、元気になった子ども達が社会に巣立って

の設立・運営相談対応、助成

行ってくれています。離れて行くのは寂しい思いもあり

事業、企業や行政と NPO の
ネットワーキングなどに 取り組んでいます。

ますが、これからも元気な子ども達が一人でも多く巣立
ち、大切な日本の宝として社会に貢献できるようになっ

シオンとコモンズの関係は 20 年近くになります。

て欲しいと思っております。
ハロウィンの日。
かぼちゃのシチューを作りました。

アルバイトを頑張ったご褒美に。

鈴木 君枝

協力団体・協力者様の紹介

土浦市更生保護女性会

新型コロナウイルス感染症予防のため︑

ホームの皆とテーブルを囲んで夕食ができ

なくて寂しいです︒おまけに一緒に調理の

お手伝いしてもらうこともできず︑調理し
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たものを持参して配膳するだけです︒一个
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月交替でお肉料理とお魚料理をメインにし

ホームみらいへ、夕食を材料持ち込みで作りに来
てくれる木村様。はや 1 年が経ちました。
子どもたちへの誕生日プレゼントもありがとうご
ざいました。

ています︒ホームの子がおいしく食べてく

⑦ 家電（年式浅いもの）

れるかどうか気がかりです︒みんなと一緒

⑥ ロッカー

にいただくと︑好物の料理が出された時の

⑤ 自転車直せる方

満足そうな笑顔がとても忘れられません︒

④ 椅子

たいと思います。
更女のかあさんと︑手作りしてお話をしな

③ 軽自動車（巣立つ子に提供）

NPO 法人の監事として、適正な法人経営に貢献し

がら夕食ができる時期まで続けたいと思い

② ワンボックスカー（７～８人乗り）

学びあい、成長しあえる関係を継続しつつ、認定

今後ともご指導ご鞭撻の程、宜しくお願い致します。

ます︒コロナに負けるな︒

① 食券機・券売機

協力団体・協力者様の紹介

~ さがしています ~

大野 覚

監事として役目を仰せつか

やっていきたい、ここであれば出会った方々や社会にも

いつも野菜を寄付して下さる農家さ
ま。今日は収穫のお手伝い。

鈴木 君枝

-1-

ホームみらい

ホームえがおの家

2021.4 ～ 2021.11

真夏の大冒険歩く会。とても暑い日に
つくば公園通りを散策しました。

2021.4 ～ 2021.11
コインランドリーにて。水道管が壊れ、
お風呂、洗濯機などが使用不能に。

千葉県にある聖徳大学のオープン
キャンパスへ行きました。

みんなで夕食の餃子づくり。いろん
な会話ができて楽しかったです。

フォロワーの方から入浴剤、コーラな
どの寄付を頂きました。

アルバイトで植木の手入れ。筑波メ
ディカルセンター病院前。
本日は会社見学。
どうですか！？このスーツ！

霞ヶ浦へ釣り体験に行きました。
真鯛が釣れました。

ホームみらいのみんなも
学食に食べに来てくれました。

スクーリングの帰り。我儘を言って
ショッピングモールへ寄り道（笑）。

リモート授業に参加。

（来春の施設退所予定者を対象にした web セミナー。
資生堂社会福祉事業財団様主催）

駐車場の設置工事。土木作業は初めて
の経験でした。

ホームの 2 人。お誕生日おめでとう。
かわいいケーキ。

季節はずれの花火を楽しみました。

板前さんによるホームみらいへの出張お寿司屋さん。
握りたては美味しかったです。

シオン学苑の方が、進学を目指す子どもたちに勉強を
教えに来てくれます。

ami seed 様が夕食のお弁当を差入れして下さい
ました。ありがとうございました。
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協力団体・協力者様の紹介

ドミノピザ様から、ピザのご寄付がありました。
ありがとうございました。

