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生産活動を行いながら就労に必

生産活動や必要な生活支援を

日常生活能力の維持・地域生活を営

要な訓練を行い一般就労に向け

通して安定した地域生活が送

む能力の向上を目的とし、必要な訓

て支援します。

れるように支援します。

練を行います。

ラベンダーの行事

また、状況に応じて就労移行
支援につなげます。
■軽作業・園芸・清掃等

■園芸・清掃等

■食事・家事等の日常の生活能力

11 月

焼きいも大会

12 月

望年会（忘年会）

1月

初詣で

を向上させるための訓練等

基本方針
1. ノーマライゼーションの理念のもと、

ライフアンドケア株式会社

利用者との共生社会をめざし、障がい
者福祉の増進に寄与します。

ラベンダー地域支援センター
多機能型 障がい福祉サービス事業所

2. 利用者の人としての尊厳をふまえ、個
人の人格を尊重します。

〒802-0065 小倉北区三萩野 1 丁目 8 番 13 号
TEL：093-922-3305／FAX：093-922-3363

3. 利用者への差別・虐待・権利利益の侵
害を許しません。

関連事業：
グループホーム･ケアホーム ラベンダー(北方)

4. 利 用 者 の 雇 用 機 会 の 拡 大 を 支 援 し ま
す。

ラベンダー居宅支援

5. 利用者の自立生活を支援し、社会参加
の機会をふやします。

11 月８日、９日にサツマイモ掘

12 月 28 日に作業所で望

1 月 4 日に全員で篠崎八幡宮

りを兼ねて焼いも大会が行わ

年会を行いました。食堂で

まで歩いて初もうでに行き

れました。園芸班のメンバーで

ご馳走を食べたり、クイズ

ました。祈願をした後、おみ

イモ洗いやもみ殻集め等の準

大会、マジックショー、ダ

くじを引きました。作業所に

備をし、当日はイモ掘りの手伝

ンス、踊り、劇、ビンゴ大

帰ってからは、今年の抱負書

いや焼いもの対応に当たりま

会、宝島大作戦を存分に楽

きをして部屋に貼りました。

した。今年も大きなイモが入っ

しみました。過ぎた嫌な事

今年も頑張りましょう！

ており、皆さんの大きな声が聞

は忘れ、今年一年よい年に

かれました。
（片山）

したいですね。
11 月

12 月

生訓レク

消防訓練

見学希望の方は
お気軽にどうぞ
サポート体制

ハローワーク

１２月１０日、小雪が舞い散
北九州障害者しごと

障害者職業センター

サポートセンター

北九州支所

ジョブコーチ

三萩野病院

利用者 6 名、職員 2 名で、元気よく出発しました。
行く道紅葉がとてもきれいで感動しました。英彦山
へ着くと雪がチラチラ降り、寒かったけどケーブル
カーに乗ったり伝説の岩を見たりと、とても楽しい
一日を過ごしました。
（秋山）

るとても寒い日に、屋上で消
火訓練を行いました。ホース
がなかなか外れなかったり、
空に向かって放水する人もい
ましたが、大体上手にできま
した。

新年にあたって、職員に今年の漢字一文字を書いてもらいました。
今年も良い年になりますように♪

生活訓練コースの紹介
中央図書館に行って本を借りた
り、創作活動でちぎり絵をした

継：経（堀井）

実

（藤野）

時

り、調理作業をしたり、買い物に
（青野）

経の意味---たていと、あの世に持って行ける信

興味のあることや、プラ

仕事、家の用事、趣味の

念、使命、目標。

スになることにチャレ

時間、質の良い休養、

経理の意味のように任務を果たせているか？ま

ンジして毎日を楽しく、

色々な時間の使い方を

た“よこいと”ばかりはっていないか？将来にむけ

実りの多い一年にしま

見直し、快適なライフス

ての継はできているか？課題の多い一年になりそ

す。

タイルを作ってゆきた

うです。

笑

い。

進

（東）

新

（原田）

（瀬口）

和

（岡本）

今年一年、イライラせず

今年は、長女が就職活動

今までの自分の時間の

人 を思い、人の心配を

に笑顔で生きていく。

の予定、次女は高校へ進

使い方を見直して、有意

し、人のために働く職員

学します。私も一段とレ

義に生活する。

と共にストレスがたま

縁

ベルアップしたいと思

（中原）

この仕事をしていると
いろいろな人たちに出
会います。人との縁を

（高階）

穏

（江口）

安定した穏やかな日々

何事も肯定的に考え、

のゆとりが利用者さん

うと思います。

体を動かし汗をかき達

への支援につながるこ

成感を感じ心を広く常

とを願いながら…

に好奇心を持って、残

（秋山）

いつも凛とした態度で
何事にも臨む。

光

りの人生を楽しく、や
りたい事をやりたい。

ケーションの時間をみ
んなと取る。

を過ごしたい。その心

大切に仕事をしていこ

凛

公共施設、個人宅の草刈り、除草剤まき、かんたんな剪定、花壇管理、農
作業手伝い(米作り、野菜作り)、屋内･倉庫等の清掃や定期管理、屋内外の
床清掃(電動床みがき、ワックスがけ)、その他車椅子の操作など、まずはお
電話下さい。
すぐにお見積りにお伺いします！

らないように、コミュニ

っています。

喜

行ったりしています。

（有吉）

鍛

（宮川）

身体を鍛え、さらに心
も鍛え、今の自分より

皆さん、お元気ですか！お正月は楽しくすごせましたか？
平成 25 年、最初のラベンダー通信、初春号ですが立春の季節となりました。
旧暦では、この季節から新年が始まります。春一番が吹き、ウグイスやメジロのさえず
り、梅の花と、寒さの中、本格的な春を前にして、心が少しワクワクしてまいります。又、
旬の野菜、あしたばは花粉症の予防に効くといわれていますよ。
これから一年、事業所の基本方針のもと、新たなこころみを皆さんと一緒にやっていき
ましょう。

も少しでも成長出来る

クイズコーナー

ようにしたいです。

いつも希望をもって生
きたい。

北方ホームの紹介

旅

（松永）

旅好きの両親の影響か
毎年のテーマが“旅”で

2/11(日)利用者６名で新幹線に乗り、柳川さげもんめぐりに行きました。

す。とりあえず恒例の

色とりどりのさげもんを見て皆さん満足な様子で、お土産に小さなさげもんを

「関サバを食べに行く」

購入されている方もいました。昼食は柳川名物、うなぎのせいろ蒸しを食べま

から今年もスタートし

した！笑顔も多くホームに帰ってからも「うなぎが美味しかった。」と言われて

て楽しみな一年になり

いました。３月はバスハイクを予定しています。（柴山）

そうです。

1. 鹿児島に有って沖縄に無く、熊本に有って福岡に無く、鳥取に有って島根に無く、
群馬に有って東京に無いものは何でしょう？
2. 月と太陽と雲が旅館に泊まりました。次の日の朝、雲が起きると月と太陽はいませ
んでした。仲居さんに、月と太陽はどうしたのかと聞くと、
「もう出かけましたよ。」
と答えました。そこで、雲はなんと言ったでしょうか？
（答えは次号または原田まで）
秋号の答え ①鳴かない。かえるの子どもはおたまじゃくしなので、子どものかえるは
いません。②いちご ③ハブ。 どく（毒）があるから ④犬（戌）
。 とり（酉）とい
（亥）の間は犬です。干支（えと）の話でした。
編集後記

クイズの①はオリジナルです。私のオリジナルのクイズは難しいせいか、
就労の部屋でクイズを出しても盛り上がりません。望年会のＡ氏のよう
に盛り上がる方法を考えております。
（原田）

