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住吉 孝二（札北荘 農耕班 →ライフサポートあんりー）

「札北荘に勤務して２０年間の月日が流れ、たくさんの方々との出会いや別れの

中で送る側から送られる側になり、ひしひしと寂しさが込み上げてきます。私に

とっては毎日が楽しく充実した日々でした。札北荘での経験と思い出を胸に新し

い場所で頑張って行きたいと思います。今度は居宅支援サービスあんりーで皆さ

んと会えるのを楽しみにしてます。本当にありがとうございました。」

杉本 健太（札北荘 入所 →つきがた友朋の丘）

札北荘・さつきたそう・グループホームの中での異動も多くありましたが、今回はそれを

〝越えて″異動する支援者にコメントを寄せてもらいました。みなさん新天地でもがんば

ってください。

「通所で4年、入所で10年、合わせて14年という長きに渡り大変お世話

になりました。札北荘での皆様との出会いや経験は、全て私にとっての大

きな財産です。場所は変わりますが、これからも私らしく頑張ります。本

当にありがとうございました。」

柳澤 美帆（札北荘 入所 →白石かがやき園 GHピース）

札北荘広報 2018

「白石かがやき園に行くことになりました。在職期間の中で皆さんのお力に

なれたことが少しでもあれば幸いです。これからも元気に楽しく過ごすこと

ができるよう頑張っていきたいと思います。またお会いできることがありま

したらよろしくお願いいたします。１３年間ありがとうございました。」

丹野 悠（ゆめくる フレンド班 →白石かがやき園）

「札北荘では１０年間勤めさせて頂きました。始めて札北荘に来た

頃がついこの間と思うほどあっという間に月日が経った感覚であり、

とても充実した日々を送らせて頂きました。皆さんとの出会いとたく

さんの思い出を持って新しい職場月形でも頑張りたいと思っています。

私が札北荘の行事でパンを売りにくることがあるかもしれませんが、

その時は良かったらお声をかけてください。ありがとうございました。」
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「通所から地域職員としてウイズに配属され１年、ようやく慣れてきたと

ころでの異動。やり残した感が強く後ろ髪を引かれる思いですが新たなる

気持ちに切り替えて古巣、かがやき園に行っても頑張っていきたいと思い

ます。皆さん、これからも元気に頑張ってください。６年間、本当にあり

がとうございました。」

小野 孝治（ＧＨウィズ→ 白石かがやき園）

「出会いそして春、昨年９月にご縁がありミモザで働くことになりました。

この仕事は未経験でしたので、ミモザのみなさまにはご苦労かけましたが、

感謝の思いで一杯です。短期間でしたがとても新鮮で刺激的でした。絶対忘

れない経験を元に、頑張って参ります。お世話になりありがとうございまし

た。」

岡田 文（GHミモザ →菊水ワークセンターGH ひまわり）

札北荘広報 2018

「グループホームと通所で9年間お世話になりました！気づいたらもう

そんなに年数が経ったのですね‼4月からは、菊水ワークセンターの分

場スズランで頑張ります。皆さんありがとうございました‼」

西山 尚子（札北荘 ステップ班 →菊水ワークセンター分場スズラン）
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「札北荘で8年間勤務させていただき、沢山学ぶことが出来ました。利用者の方

との関わりの中で自分自身助けられていたことが多く、楽しく働くことが出来ま

した｡寂しい気もちもありますが、この8年間の思い出を糧に、あんりーで頑張っ

ていきたいと思います。あんりーの支援で、皆さんとお会い出来ればうれしいで

す。」

村瀬 俊行（札北荘 ステップ班 →ライフサポートあんりー）

「グループホームアカシアと陽だまりで二つのグループホームで長

い間、お世話になりました。いろいろな経験が出来たと思っていま

す。新年度からは、のばらで新たなスタートを切りたいと思います。

本当にありがとうございました。」

一戸 聖一（ＧＨ陽だまり →菊水ワークセンター GHのばら）
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森本 睦子

札北荘 入所
2月～
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今回より編集委員が変更になりました。皆さまが楽しんでいただけるよう作成していきたいと思い

ますので、何卒よろしくお願いいたします。また、これまで「そら」の発行は隔月で行ってきまし

たが、今年度は３月ごとの年４回とさせていただきます。その分内容の充実に努めていきたいと思

いますので、今後ともよろしくお願いいたします。（川崎）

発行責任者【川崎･福士】 編集委員【 札北荘 阪本･本井･平田･佐藤将･佐竹･片山恵 ゆめくる 吉野】

３（木）
４（金）祝日(お休み)
５（土）

土曜活動日
12（土）
19（土）

菊地 佳世

札北荘 通所
ストロベリー班
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木村 えりか

ゆめくる
ジャンプ班

ゆめきた

千葉 和樹

編集後記

3（日）すずらんピック
8（金）作業参観

16（土）スポーツ
フェスティバル

土曜活動日

なし

16（月）祝日(お休み)

土曜活動日
7（土）

21（土）

渡辺 崇

札北荘 事務

山田 清寿

GH すまいる

斉 恵輔

札北荘 通所
ステップ班

阿部 裕之

札北荘 入所

青山 楓太

札北荘 入所

奥山 柚里

札北荘 入所

田崎 未菜

札北荘 入所

原田 昌利奈

札北荘 入所

安倍 亜美

札北荘 入所

札北荘 3月 渡辺 世那さん（こども専門学校）

さつきたそう ３月 横田 ゆうさん・町屋沙奈さん

木幡 侑衣奈さん（以上こども専門学校）
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・季節の風

・退職支援者

・異動支援者

・新任支援者

の紹介

・行事予定

など

新任職員の初々しくも精悍かつ真摯な姿。そんな新任職員の姿を横

目に、春なのに、冬用の上着を脱ぐ事を躊躇い、新たな環境で緊張を

隠せない私は、ライフサポートあんりー・相談室あいりすから異動で

札北荘に配属となりました、金子と申します。今後も宜しくお願い致

します。

新年度が始まり、新たな試み等環境の変化に利用者・ご家族の皆様

には、心配をおかけしているかと思われますが、支援同様一歩一歩着

実に安心して頂ける様努力致しますので、ご理解・ご協力をお願い申

し上げます。今まで同様新年度も、ご利用者・ご家族の皆様の為に、

支援者一同、丁寧な業務を心がけたいと思います。今後も皆様からの

ご指導・ご鞭撻をよろしくお願いいたします。

春とはいえまだまだ寒い日が続きそうです。皆様におかれましては、

体調の管理にお気をつけ願います。 札北荘通所 金子健大

季 節 の 風

発行：2018年 4月 25日
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雪解けも進み、やっと春らしくなってきました。春は別れと出会いの季節、今年の春は、

支援者の多くに動きがありました。ここからはそのご報告をいたします。

「札北荘にいた４年間はあっという間でした。皆さん

と色々お出かけしたり、旅行に行ったりと充実した毎

日でした。本当にありがとうございました。どこかで

お会いしたときは、声をかけてほしいです。」

相馬 なつみ （札北荘 入所）

・3月には、札北荘しいたけ班の新保さんに山下さんが退職、事務の山本さんが３月いっぱいで

退職しました。新保さんは送迎の近隣マイクロコースの添乗、山下さんは琴似コース朝の添乗も

行ってくれました。これまで大変ありがとうございました。

石橋 佳澄 （札北荘 入所）

「札北荘通所（ステップ班）に１年間、入所で３年間

の４年間、お世話になりました。皆さんと色々な行事

に参加することができて、とても楽しかったです。遊

びにくることもあるかと思いますので、そのときは話

しかけてくださいね。」

新保 邦夫

(札北荘 しいたけ班)

山下 英司

（札北荘 しいたけ班）

山本 卓哉

（札北荘 事務）



菊水ワークセンター

ＧＨあっぷる

↓

ＧＨミモザ

大場 ゆかり
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佐藤 貴博（ＧＨウィズ→ つきがた 友朋の丘）

渡邊 光夫
（札北荘 事務 → 自立センター）

（5）

「札北荘では4年と短い間でしたが、大変お世話になりました。今

度は自立センターに異動になりますので、そちらにお越しの際は、

ぜひお声をかけてください。皆さまありがとうございました。」

「平成27年からGHウィズで勤務させていただき、こ

のたびつきがた友朋の丘に異動になりました。ウィズ

での経験を活かし、この先も頑張っていきたいと思い

ます。3年間お世話になりました。皆さんも頑張って

くださいね。」

佐藤 真理子

あんりー

↓

札北荘 入所

鏡 伸也

白石かがやき園

↓

札北荘 通所

ステップ班

金井 久美

つきがた 友朋の丘

↓

札北荘 入所

金子 健大

あんりー

↓

札北荘 通所

ステップ班

馬場 秋生

菊水ワークセンター

↓

札北荘 事務

三津橋 剛

白石かがやき園

↓

札北荘 事務

松村 将一

白石かがやき園

↓

ＧＨウィズ

清野 俊樹

自立センター

↓

ゆめくる

フレンド班

佐藤 美里

菊水ワークセンター

↓

札北荘 通所

ひまわり班


