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社会福祉法人福葉会では平成２５年９月より佐倉市を拠点に多機能

型事業所（就労支援継続Ｂ型・就労移行）を開所した▼障害者総合支

援法の発足以来、国は施設主体での更生・保護から地域生活支援を主

体とした福祉サービスへと大きく方向転換を打ち出している▼更には社会福祉法人改革の一つとして既

存の制度の対象とならないサービス（例えば生活困難者に対する無料・低額な料金の福祉サービスの提

供など）を実施する責務があると位置づけ積極的に取り組むよう求められている▼当法人も開設以来

「保護施設」として「通過施設」として「生活施設」としてその時々の要望に応えてその役割を果たし

てきたが、社会（障害福祉）が求めるニーズは多種多様であり柔軟に対応しなければならない▼佐倉福

葉苑では開所から３年目を迎えようやく経営も安定し、地域の高いニーズから更に定員を増やし、従た

る事業所を９月の開設に向けて準備中であり、今後も社会福祉法人としての役割を果たしていきたい。
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お花見＆誕生会

４月４日（土）利用者の自治会によるお花見を

兼ねた誕生会が実施されました。

お酒におつまみ、カラオケと賑やかなひと時を

過ごしました。

市議会選挙にいってきました

４月２３日に、富里市議会議員選挙の期日前投

票にいってきました。真剣な顔つきで投票してい

ました。

家族会による除草奉仕作業

平成２７年度に入り今年も富里福葉苑家族会協

力の除草奉仕作業が始まりました。参加していた

だいた家族の方々、ご協力ありがとうございまし

た。これからもご協力お願いいたします。

関東ブロック予選 優勝

４月２０日（日）全国障害者スポーツ大会出場

をめざして関東大会に臨んできました。千葉県

選抜ソフトボールチームとして当苑から、大木聡

さん・白井淳一さん・吉川修さんが参加しました。

決勝では、東京都と対戦し９対６で下し勝利しま

した。１４年ぶりの関東大会優勝となり、全国大

会出場を決めました。

五月晴れの中で体育祭

５月１０日（日）、晴れ渡る空の下、日本競

輪選手会千葉支部の競輪選手の皆様・家族会・富

里市長他たくさんのご来賓もご参加いただいての

体育祭が開催されました。

今年度は、応援合戦を取り入れたことにより、

去年とは違った体育祭となりました。また、各ク

ラブの紹介を入れることで、日頃からの練習成果

を見せることができました。天候もよく、楽しい

ひと時を過ごしました。



富里福葉苑だより

3

千葉市ゆうあいピックに参加

第２３回千葉市ゆうあいピックは、５月２０日

（水）に青葉の森陸上競技場を会場に陸上競技と

フライングディスク競技が開催されました。陸上

競技、フライングディスク競技参加者全員がメダ

ルを獲得することができました。

成績優秀者は、この秋に和歌山県を会場として

開催される第１５回全国障害者スポーツ大会の千

葉市代表選手に選考されます。

千葉県障害者スポーツ大会

平成２７年度千葉県障害者スポーツ大会の陸

上競技の部が、５月２４日（日）に千葉県総合陸

上競技場を会場に開催されました。

当苑の利用者たちは日頃の練習の成果を存分に

発揮して、たくさんのメダルを獲得しました。

また、成績優秀者は、この秋に和歌山県を会場

として開催される第１５回全国障害者スポーツ大

会の千葉県代表選手に選考されます。

日本競輪選手会千葉支部総会に出席

５月２８日（水）に日本競輪選手会千葉支部様

のご依頼により平成２７年度通常総会に出席しま

した。同支部では、年間を通じて知的障害者施設

（富里福葉苑）への支援活動を行っています。

その功績を総会を通じて篠田様（日本競輪選手

会千葉支部長）より、所属選手やご臨席された来

賓の皆様へ報告と富里福葉苑の紹介をしていただ

きました。

全国大会へ代表者８名決定

第１５回全国障害者スポーツ大会（和歌山県開

催）の千葉県・千葉市代表選手に当苑から陸上競

技・フライングディスク・ソフトボールの３競技、

合計８名の利用者が選ばれました。

＜千葉県代表選手＞

【陸上競技】

久保田剛・土岐章子

【ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ】

西城師・赤地美和子

【ソフトボール】

大木聡・白井淳一

＜千葉市代表選手＞

【陸上競技】

正木淳史・宮森安芳
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生きがいクラブ紹介
今年から生きがいクラブを発足し、支援しています。生きがいクラブでは、現在５

名（伊藤さん、黄野さん、山本さん、前田さん、田澤さん）で活動しています。

生きがいクラブの実施に際して、2点の目標を掲げて支援しています。

１点目、利用者の現在の健康面の維持・改善を第一の目標とし運動活動や情緒の安定。

楽しみ（生きがい） が持てるような環境を提供していく。

２点目、「皆の役にたち感謝される」「必要とされることで自身を持てる」ような教

材を提供することで心の満足を得てもらう。

以上の２点を目標にして活動しています。活動内容として、午前中（運動、農作業、

脳トレ）午後（学習、運動、DVD鑑賞）などを行っています。
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地方発送承ります
減農薬・有機肥料にこだわり栽培しております。
千葉県で一番美味しい梨のコンクールで優秀賞を
頂きました。ご贈答、ご進物などにいかがでしょ
うか。ＦＡＸ・電話・Ｅメールでもご注文お受け
いたします。

きたる１１月２１日(土)に恒例の富里福葉苑文化祭を開催いたします。
つきましてはバザー品の提供を広くお願い申し上げます。

バザー品の売上金は施設利用者の福利厚生に役立たせていただいております。ご協力よろしくお願いいたします。

お問い合わせ（富里福葉苑 文化祭担当 中村）
富里市中沢９７５－３
℡ 0476-93-8133 FAX 0476-93-4129 Eメール tomisato＠fukuyo.or.jp

シャキシャキとした歯ごたえ、味が自慢の千葉の梨

富里福葉苑
農耕課特選

富里市 芳徳梨園生産
お問い合わせ・ご注文は
富里福葉苑 担当 井上（浩）
ＴＥＬ ０４７６－９３－８１３３

ＦＡＸ ０４７６－９３－４１２９

Ｅメール tomisato＠fukuyo.or.jp

生産者 芳徳梨園
栗原 智 園主

幸水 ８月初旬ごろ～
5㎏ 3100円 10㎏ 6200円

豊水・新高 ９月初旬ごろ～
5㎏ 2900円 10㎏ 5800円

知的障害者と現役競輪選手の友情物語

１０月開催予定
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第３２回富里スイカロード
第３２回富里市スイカロードレース大会が、６月

２１日（日）に富里中学校前の道路をスタート地点

として富里市内のスイカ畑を眺めながらのコースを

走り富里中学校グランドをゴールとする大会に、当

苑からも１４名の選手が５㎞、１０㎞の部に参加し

て全員見事に完走いたしました。

例年大好評の「給スイカ所」は、残り１．５㎞地

点に設置してあり今年もおいしいスイカをたっぷり

堪能しました。

家族会研修を実施しました
７月１０日（金）家族会の皆様による研修を行い

ました。研修先は香取郡東庄町に事業を展開されて

いる社会福祉法人、北総育成園様の施設を見学させ

ていただきました。

お忙しい中、ご対応いただきました武井施設長様、

白樫副施設長様たいへんありがとうございました。

武井施設長のお話を聞きご家族の皆様も感銘を受け

ていました。研修後は最寄りの道の駅にてお買いも

のと食事を堪能しました。

夏祭りが盛大に開催されました
７月１８日（土）に富里福葉苑夏祭りが家族会

をはじめ、地元の中沢地区に古くから伝承されて

いる郷土芸能、「中沢麦つき踊り保存会」の皆様

や和太鼓チーム「葉山むつみ会」の皆様。また、

七栄地区連合婦人会の皆様は、ゆかた姿での盆踊

りをご披露していただくなど多くの皆様にボラン

ティア協力を賜りました。また、近隣の小中学校

の生徒の皆さんも多数お越しいただき当苑利用者

との交流が持てました。

ビンゴ大会の景品として食事券や商品券を提供

いただきましたラディソンホテル様、富里ロータ

リークラブ会長 相川忠雄様、大変ありがとうご

ざいました。
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＜８月の予定＞

～１６日（日）夏季休暇

16日（日） 帰苑日

17日（月） 作業開始日

18日（火） ギンレイ散髪

21日（金） 職員会議

苦情窓口開設日

22日（土） 作業日

県選手練習会

23日（日） 作業休日

24日（月） 防災訓練

25日（火） 配分金支給日

29日（土） 作業日

30日（日） 作業休日

＜９月の予定＞

１日（月） 防災訓練

５日（土） 作業日

６日（日） 作業休日

８日（火） ギンレイ散髪

12日（土） 作業休日

入所利用者外出日

13日（日） 作業休日

18日（金） 苦情窓口開設日

19日（土） 作業休日/帰宅日/除草

通所部懇親会

20日（日） 作業休日／帰苑日

22日（火） 職員会議

23日（水） 防災訓練

＊毎週火曜歯科訪問日

26日（土） 作業日

27日（日） 作業休日

＜１０月の予定＞

３日（土） 作業日

４日（日） 作業休日

８日（木） 千葉県障害者FD大会

10日（土） 作業日

11日（日） 作業休日

13日（火） ギンレイ散髪

16日（金） 苦情解決窓口開設日

17日（土） 作業日

18日（日） 作業休日

愛の競輪

20日（火） 職員会議

23日（金） 配分金支給日

24日（土） 帰宅日/除草

25日（日） 帰苑日

10月22日～10月27日

全国障害者スポーツ大会

＜１１月の予定＞

１日（日） 作業休日

３日（火） 福祉祭り

７日（土） 作業日

８日（日） 作業休日

14日（土） 作業日

15日（日） 作業休日

20日（金） 苦情窓口開設日

＊毎週火曜歯科訪問日

21日（土） 文化祭

作業休日

22日（日） 作業休日

23日（月） 職員会議

25日（水） 配分金支給日

28日（土） 帰宅日

29日（日） 帰苑日

28日～29日 富士山マラソン

＜１２月の予定＞

５日（土） 障害者ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ

６日（日） シティーブラス慰問

８日（火） さわやか芸能発表会

ギンレイ散髪

12日（土） 作業日

13日（日） もちつき慰問

作業休日

18日（金） 苦情窓口開設日

19日（土） 作業休日

クリスマス会

20日（日） 作業休日

21日（月） 職員会議

25日（金） 配分金支給日

26日（土） 作業日

27日（日） 作業休日

29日（火） 帰宅日／総会／面談

～ 冬季休暇

１／５（火） 帰苑日

＊毎週火曜歯科訪問日

＜各種大会結果＞

全国大会代表選手 決定

久保田剛 土岐章子

宮森安芳 正木淳史

土岐章子

赤地美和子・西城師

大木聡 白井淳一

関東ﾌﾞﾛｯｸｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会 優勝

お礼申し上げます。
ご寄付物品など

富里第一地区社会福祉協議会様、十倉厚

生園様、協和厚生園様、魚民様、ｻﾃﾗｲﾄ成

田様、芝電設様、新中沢自治会様、南平

台自治会様、中沢区様、麦つき踊り保存

会、七栄連合区婦人会、葉山むつみ会、

南七栄区会様、最上商会様、森田オート

様、ワークわく清郷様、京葉銀行様、東

京航空ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ様、ﾗﾃﾞｨｿﾝﾎﾃﾙ様、富里ﾛｰﾀ

ﾘｰｸﾗﾌﾞ（相川忠雄）様 順不同、敬称

ありがとうございます
＊皆様のご協力により利用者の工賃

に還元されています。

＜新規事業課売上(ﾘｻｲｸﾙ)＞

４月売上 \９６６８

５月売上 \５８５４

６月売上 \７３５５

７月売上 \ （井上浩治）

＜新規事業課売上（地場農産）＞

すいか売上

５１ケース 完売（井上浩治）
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須藤加奈

支援員

野口裕果

支援員

中島由美

支援員

林田晃

支援員


