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山

の
ご支
援ありがとうございまし

た
。

ホームで４年間を過ごし、３月に巣立っ
て行った M ちゃん。旅立ちの前日には、
２年間アルバイトをしていた農園の長谷
川さんが、写真を届けに来てくださいま
した。うれしいサプライズでした。

（写真左：雪の降る中の引っ越し。就職
先の近くに良い物件を見つけました。）

卒業シーズン

今年はホームみらいで３人、ホームえ
がおの家で２人、ホームあいで３人が
巣立って行きました。
皆のこれからの人生が幸せであります
ように、職員一同願っております。

（写真右：N くんの新しい住まい。M ちゃ
ん卒業おめでとう。写真下：M ちゃん
卒業おめでとう）

シオンだより

正会員　
浅井和幸 様　浅沼伸茂 様　安斎顕斗 様     飯島威二 様　井坂たけ 様　石川為海 様 　稲垣和枝 様 　江尻飛鳥 様　佐久間夏美 様     
鈴木君枝 様　知久浩明 様    則武窓子 様　堀金玉枝 様　丸山純平 様     (N) まい・あみ 様     水野洋 様     水野雅子 様     山田哲哉 様 

賛助会員
浅野正子 様　安斎里紗 様　安藤真理子 様　飯塚きよ 様　飯塚みさ子 様　飯村幸子 様　石井栄一 様　石井純子 様　石川芳江 様     
糸賀はつい 様　稲垣成就 様　上田義信 様　海老原悦子 様　江森さつき様　大髙洋子 様　大竹恵美子 様　大竹スミエ 様
大津良子 様　大塚恒夫 様　岡田隆明 様　岡元孝子 様　小川達彦 様　落合祥子 様　小野知子 様　葛西美恵子 様　春日悦子 様　
加藤栄 様　神林糸子 様　菊池正行 様　木村功 様　木村和江 様　木村和子 様　小泉慶子 様　小関初江 様　斉藤喜要 様　
斎藤真理子 様　酒井愛子 様　坂本久子 様　坂寄こと 様　坂寄雅也 様　桜井一恵 様　佐々木みどり 様　佐藤和代 様　佐藤孝 様　
佐藤辰夫 様　佐藤ゆかり 様　椎木春江 様　清水幸子 様　須崎美枝 様　鈴木君枝 様　鈴木みち子 様　諏訪原昌子 様　
髙木はつ江 様　高島渉 様　高須利明 様　田口公 様　武田眞知子 様　竹村圭子 様　只木綾乃 様　田野井眞理子 様　田村尚子 様　
知久かおり 様　知久進 様　知久透和 様　知久ふみ 様　知久蒼波 様　知久将成 様　中川武子 様　根本百合子 様　 長谷川 様　
塙裕美子 様　林祐子 様　原祐子 様　古市みどり 様　古澤博子 様　堀金忠弘 様　本間睦 様　守屋光 様　三浦由美子 様　 
水野君子 様　宮崎和歌子 様　宮本寛之 様　矢吹誠 様　山浦久美子 様　山崎晃男 様　山崎明子 様　山中みさ子 様　山本幸雄 様　
横田公子 様　𠮷川潤子 様　吉田貞雄 様　吉田達哉 様　吉田徳雄 様　吉田智子 様　吉田雄貴 様　渡辺多加子 様　渡辺直江 様　
和田翔玖 様
　

助成金・補助金・協賛金・寄附金
愛恵福祉財団 様　茨城県更生保護女性連盟 様　茨城県児童福祉施設協議会 様　稲敷地区更生保護女性の会 様　稲垣和枝 様　
大木滋子 様　大木敏男 様　大木俊典 様　上方仁 様　カリヨン子どもセンター 様　木村真実 様　黒澤詠子 様　佐藤孝 様　
児童育成協会 様　翔洋学園高等学校 様　鈴木君枝 様　Tam tam 寮 様　知久浩明 様　つくば市社会福祉協議会 様　根本百合子 様
檜山美穂子 様　水野洋 様　水野雅子 様　宮崎和歌子 様　ミライエ（株）様　望月自動車 様　山本幸雄 様　湯浅明美 様　
立正佼成会 様

寄付物品
アイリスオーヤマ ( 株 ) 様　浅井和幸 様　ami seed（アミシード） 様　安斎顕斗 様　稲垣和枝 様　稲敷地区更生保護女性の会 様    
茨城県児童福祉施設協議会 様　大木敏男 様　大竹スミエ 様　カリヨン子どもセンター 様　餃子の雪松 様　木村真実 様
生活クラブ生活協同組合茨城 様 セーブ・チルドレン 様　高塩竜 様　高山 様　鈴木君枝 様　セカンドハーベスト・ジャパン 様   
(N) タイガーマスク基金 様　つけ汁屋安曇野 様　 土浦市更生保護女性会 様　 中川善春 様　のらっくす農園 様　 長谷川農園 様　
福島英幸 様　フードバンク茨城 様　真村純 様　丸山純平 様　宮本寛之 様　山越典夫 様　𠮷川潤子 様　リース事業協会 様　
立正佼成会 様　（社）若草プロジェクト 様

五十音順
  令和 4 年 3 月 31 日現在



　　　　　◇◇利用者の募集◇◇

事業内容：就労継続支援 B 型事業
利用条件：障害福祉サービス受給者証をお持ちの方
利 用 日：月曜日～金曜日 ( 年末年始を除く )
利用時間：９時から 16 時まで
所 在 地：多機能型事業所アミアス
　　　　　（住所：茨城県稲敷郡阿見町うずら野 1-23-14）
作業内容：簡単な調理補助・軽作業・外部実習
※ 送迎あり・工賃あり・昼食あり 〒東

大
通
り

アミアス

茨城大学農学部

ジョイフル
ホンダ荒川沖店

阿見町総合福祉保健
会館さわやかセンター

タイヨー阿見店

6

霞ヶ浦高等学校
125

茨城県立
医療大学

〒

354

125

東京医大茨城
医療センター

BOOK OFF
荒川沖店

チサンイン
土浦阿見店

サイゼリヤ荒川沖店

エコス
荒川沖店

ア ク セ ス 　        （アミアスと茨城県立医療大学）

JR
荒
川
沖

080-3507-2282
amiasu@npo-zion.jp

   多機能型事業所アミアス　連絡先

陸上自衛隊
阿見駐屯地

　近くの病院や行政機関などに、お弁当の配達も始め
ました。
　お客様からは「ボリュームがあって美味しい」「配達
までしてくれるので助かる」などの声をいただき、大
変好評です。

（写真大：お弁当の制作。右上：カレーうどんの試作。
右下：翌日の仕込み）

就労継続支援 B 型事業 食堂の運営と同時に、お弁当の配
達も始めました

多機能型事業所アミアス
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　アミアスは多少のハンデを持つ方々が集まる福祉事
業所です。就労の訓練をおこない将来の自立をめざす
方がいます。一方、人や社会とつながるための、居場
所でもあります。

　昨年度より新たな就労訓練の場として茨城県立医療
大学の学生食堂の運営がはじまりました。
　学生食堂では、アミアスの職員と一緒に利用者の方々
も、調理から配膳、皿洗いなど様々な作業をおこなっ
ています。

ホームみらい

活動の報告

　イルミネーションの設置作業

　クリスマス前、筑波メディカルセン
ター病院へイルミネーションの設置に
行きました。脚立と高枝ばさみを使っ
て高いところの設置を行います。病院
の中庭をきれいに彩りました。

　冬のスキー合宿

　３ホーム合同で新潟県の石打丸山
スキー場に２泊３日のスキー合宿に
行きました。
　ナイターまでスキーをした翌日は
南魚沼観光を楽しみました。夕食は
皆で鍋を食べて温まりました。

12月

2月

　ビジネスマナー研修

　4 月 11 日、外部講師を交え、ビジネス
マナーに関する研修会を実施しました。
　関係各所とのやり取りにおける基本的
な言葉遣いから、エニアグラムを用いた
性格タイプまで学ぶ大変有意義な時間で
した。

４月



ホームあい
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活動の報告

　あいでは、昨年度 3 名の入居者がホームを巣立ちました。入居中に高
校を卒業し、円満退居として送り出せたことを嬉しく思っております。
ほっと一息つきたい心持ですが、退居後も子ども達の生活は続き、助け
を必要とすることも出てくるでしょう。退居が終わりではなく自立の始
まりであるように、私たちも引き続き彼らをサポートしていきたいと思
います。
　また、90% と非常に高い入居率の年度でもありました。それだけホー
ムを必要とする子ども達がいることは喜ばしくありませんが、入居して
良かったと思えるよう日々の生活を丁寧に過ごしていきたいです。
　続くコロナ禍の為、スノボに行くことが精一杯でしたが、普段はでき
ない経験を提供でき、それが彼らの思い出の１ページとなれば何よりで
す。

〒963-8811 
福島県 郡山市 方八町 2-6-16
                      ☎ 024-953-3871

寄付で河豚を頂きました。贅沢に
鍋でいただきます。

インスタ映えするスイーツづくり。オ
シャレ好きなホーム女子の手作りです。

4 年間ホームで生活していた彼も無事に就職
が決まりました。県外に行っても元気でね。

冬のスキー旅行。ナイターの風景で
す。

就職祝いにケーキを注文。就職お
めでとう

　防災訓練

　千葉県の西部防災センターに防災
体験ツアーに行きました。
　地震、暴風、火災煙の体験をして、
ガイドさんの説明をしっかり聞きな
がら学びました。備えあれば憂いな
し！

5月

施設内勉強会

　子ども達へのより良い支援の為、月１回の勉強会を
行っています。
　昨年度は、MI（Motivational Interviewing）と行動
分析学を学びました。Zoom（ズーム）も利用し、３ホー
ム合同で実施しています。

毎月

毎月
夕食づくり

　土浦市更生保護女性会の皆様や、木
村真実様が、定期的に夕食を作りに来
て下さります。また稲敷市更生保護女
性の会様からは夕食資金の援助を頂き
ました。ありがとうございました。

ホームでいちご狩りに行きました。30 分間
で取り放題、食べ放題でしたが、残り 10 分
をきりギブアップ。旬でとても甘くて美味
しかったです。



手作りの恵方巻に挑戦！
色々なことが経験出来て楽しいです。

図書館通いが日課になるほど読書
好きです♥

ホームみらい

今年は茨城でも雪が降りました。
はしゃぐ子どもたち。

冬のスキー合宿での一コマ。
なんか青春ポイ！それポイ！

ホームえがおの家
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退居者の多いホームでは、まさか
の家電ブーム到来！

ボランティアの綾乃さん。最終日は
みんな切なかったです（涙）。

本格的なお寿司を握ってくれる出張板
前の上田さん。美味しかったです。

高校を卒業しました。今日から 1 人
暮らしの開始です。準備は万全！

見えづらいけど、ゴンドラナイター。
夜景がとてもきれいでした。

町の体育館でバドミントン！
右下は職員です…（笑）

夜だけど、今日で退居…。
目指せ日本一の美容師！！

初めてのスキー！ようやく立てた！

スキー合宿！ロッジは貸し切りでし
た。
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〒300-0341
茨城県稲敷郡
阿見町うずら野 1-5-12
            ☎ 029-843-2282

〒306-0234 
茨城県古河市上辺見 418-31
                     ☎ 0280-23-3340

　えがおの家が古河市に移って 3 年目が終わろうとしています。ホームを
取り巻く環境は大きく変化し、未知のウイルスに対する予防や有事に備え
た備蓄など、とても考えさせられた 1 年でした。ホームの入居者は年々増
加しており、今年は 2 名が巣立っていきました。2 名とも自分が望んだ道
へ進むことができました。入居者のなかには、ホームから初めて専門学校
へ進学した者もおり、自己実現に向けて頑張ってほしいと思います。2022
年は「繋がる」を合言葉に SNS を利用した情報の発信・受信に力を入れて
いきたいと考えております。
　最後になりましたが、当ホームを応援してくださる皆さまのお力添えも
あり、ホーム全体が成長できていると日々感じております。誠にありがと
うございます。

一人暮らしに向けて車の購入。アパー
トやら保険やら、初めての経験でした。

　みらいでは、昨年度４名が高校を、１名が大学を卒業
しました。みな例外なく、ときにはくじけそうになった
ことがありました。その度に、気持ちを切り替え、しっ
かりと目標を達成したのです。大きな自信になったこと
と思います。実は、昨年度の入居者たちも、多くが不登校、
または高校中退経験者でした。その挫折をのりこえ高校
を卒業したのです。職員一同、そのような彼女たちをほ
こりに思っています。
　最後に、彼女らの成功体験は、食事づくりやケーキ作り、
寄付金提供や物品・食材提供など、縁の下の力持ち的存
在である、支援をしてくださる方々のお陰だと考えてい
ます。誠にありがとうございます。 

年に一度の贅沢！はじめて食べた中
トロは美味しかったです。


