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昨年、一昨年とコロナで実施できなかっ
た夏旅行に行きました。
2 泊 3 日の旅は楽しくもあり、ほどよい
疲れあり、良い思い出になりました。
来年も行けるといいね！

( 快晴の河原子海水浴場 )

3 年ぶりの夏旅行

夏の思い出
バーベキューは皆で協力しながら準備を
行いました。
お腹がいっぱいになった後は、お待ちか
ねの花火タイム。
たくさん遊んで、汗をかいた後のお風呂
も気持ち良かったです。
夏を満喫できた 3 日間となりました。

多機能型事業所 アミアス
       　藤井 惇史

令和４年３月１日より、当法人所属となりました藤井惇史と申します。
現在は、主として多機能型事業所アミアスにて勤務させていただいてお
ります。多機能型事業所アミアスにつきましては、該当ページをご一読
いただければ幸いです。浅学菲才の身ではありますが、法人の一員とし
て努めてまいります。ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

昨年 11 月より、自立援助ホームみらいにて勤務しております、普天
間光太と申します。
子どもたちをサポートする仕事をしたいと思い、入職しました。
子どもたちの成長と共に、自身も成長していきたいと思っています。
どうぞよろしくお願いいたします。

  ホームみらい
      普天間 光太

  ホームみらい
       萩原 俊明

新しい職員の紹介

ずっと児童福祉の仕事に興味があり、令和 4 年 7 月から自立援助ホーム
みらいの仲間入りをしました。萩原俊明と申します。料理や車の運転は
苦手ですが、少しずつ練習中です。みらいでは、人事関係の業務をして
おります。よろしくお願いいたします。
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職員急募！
詳しくは↓

ホームページ
NPO 法人   青少年の
自立を支える会 シオン

Twitter
ホームみらい

Twitter
ホームあい

Twitter
ホームえがおの家



　　　　　◇◇利用者の募集◇◇

事業内容：就労継続支援 B 型事業
利用条件：働きたい気持ちのある方
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

多機能型事業所アミアス

履歴書用にスーツを着用。
ビシッとサマになってます。 

ホームみらい

新しい自転車。組立完成！
カッコイイ！！

恒例の土作り。初めての子も経験済
みの子も頑張りました。
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希望の大学に合格しました！
合格通知と一緒に記念撮影。

たくさん並んだお皿。
お腹いっぱいになったかな？ 

　　「多機能型事業所アミアス」（以下アミアスと表記）は阿見町にて、就労継続支援及び就労継続支援Ｂ型事業を

行う福祉事業所です。

　アミアスでは、知的・精神的な理由によるハンディキャップ（社会的不利）をお持ちの方々を対象として、利用

者の方々が、生き生きと自分らしく活躍できるようになるためのお手伝いをさせていただいています。

　具体的な内容は、学食運営、農園での作業、つくばメディカル病院での花壇整備、クリスマスイルミネーション

設置作業等です。特にその中でも、茨城県立医療大学の学生食堂における事業には力を入れています。

学生には、安価でボリュームのある美味しい食事の提供を心がけております。また、町民の方々には、同じく安価

でボリューミーな日替わり弁当を配達無料にてお届けしております。

　アミアス（阿見・明日）の名に恥じぬよう、利用者の方々にとって、日々が明るく楽しく待ち遠しいものとなる

よう、また、地域の人々にとってより魅力的な場となれるよう努力してまいります。皆様のご支援、ご協力をいた

だけますと幸いでございます。

　今後ともよろしくお願いいたします。

ホームみらい

皆で食べるお寿司は楽しいですね。 
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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

いばらき県南若者サポートステーショ
ンにて。面接練習を頑張ってます。

　「みらい」では、現在 7 名 ( 男 3 名・女 4 名 ) の子どもたちがいます。
そのうち 1 名は、今年度からスタートしたステップハウス事業を利用し、アパー
トで一人暮らしをしながら仕事を頑張っています。ホームでは、高校 ( 通信制・
全日制 ) に通いながら大学進学を目指す子、自立に向けて就活に励む子など、
それぞれが努力しながら生活しています。既にホームを巣立った子どものアフ
ターケアも含め、今後はより多面的な支援が重要であると考えています。
　これからもスタッフ一丸となり、子どもたちの未来創造のサポートをしてい
きたいと思います。

日頃からの皆様のご支援、ご協力に感謝申し上げます。
誠にありがとうございます。

All You Need Is Love ♡

千成屋さんのご協力のもと、成人式の前
撮りをしました。素敵だね♪



ホームえがおの家
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〒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 4 年目が終わろうとしています。新たに、

3 名の入居者も増え、満所の日々が続いております。各々が自分にあった

仕事を直ぐに見つけることができ、自立に向け、走り出しています。

　今年は、昨年の冬旅行に引き続き、夏旅行にも行くことができました。

また、2022 年の合言葉で掲げた「繋がる」では、子どもたちはもちろん

の事、SNS を中心に多くの方とも交流ができました。今後も情報の発信・

受信に力を入れていきたいと考えております。

誕生日のお祝いパーティーをしま
した。

色とりどりのお花を育てています。
癒しの空間。

役割分担。皆で協力し合います。 

みんなでポーズ！バーベキュー後の記念撮影。

海水浴の 1 コマ。サーファーみたい？ 

防災センターにて。緊急時の
連絡について学びました。

夏の風物詩といえば花火。
煙がいっぱいです。

庭改造中。新しい物置設置します。 



ホームあい
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　「あい」は今年度で開設 5 年目を迎え、7 人の子ども達が巣立ってい
きました。入居している子ども達への支援は無論のこと、ホームを退居
した子ども達への支援に関しましても、様々な対応が求められるように
なりました。子ども達にとっては、ホームを出てからの方が困難が多く、
特に近年は新型コロナウイルスの影響もあり、罹患による収入減や療養
中の生活について苦労する子ども達が多かったように思います。あいで
は、今年度から自立支援担当職員を配置し、一人暮らしの体験ができる
ステップハウスの利用も始めました。これからも子ども達の多様化する
ニーズに対応できるよう、支援者側も変化していく気持ちを忘れず、き
め細かく途切れのない支援を続けていければと思います。

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

書道の課題の真っ最中。 ホームの近くにあるステップハウス。
ここでひとり暮らしの練習をします。

学校の体育スクーリング。これから
体力測定です。

入居している子が UFO キャッ
チャーでとったぬいぐるみ。

自分でクッキング。
バター餅作りに挑戦中。

とある日の夕食。デザートにミルク
レープを作りました。

今年の夏旅行。茨城の海の幸は美味で
した。

ケーキも頂きました。カットするの
は難易度高いです。 

寄付で頂いたスイーツ。甘いものは
みんな大好きです。

今年の夏旅行。お昼ごはん。


