
1

スマイラ通信
ともによりそい  みんなが笑顔

職場実習後一般就労が決まり、1月 8日新しい門出を祝いました。

第5号第5号
令和3年4月 発行令和3年4月 発行

企画・発行： 社 会 福祉 法 人 蕨 市 社会 福祉 協議 会  蕨 市多機 能 型事 業 所  スマイラ松 原
〒335-0005  埼玉県蕨市錦町3丁目3番27号
 TEL  048（432）6610（生活介護）　048（444）6647（就労移行・就労継続B型）　 FAX  048（441）5405

定員 生活介護 45名／就労継続支援B型 29名／就労移行 6名

( 社協常務理事・お母様、仲間に囲まれ笑顔のご利用者様）

ホームページ を リニューアルしました! !

https://warabisyakyo.org/jigyo/shisetsu/smila/
Email （生活介護）w-seikatukaigo@warabisyakyo.org
 （就労移行）w-syuurouikou@warabisyakyo.org
 （就労継続支援B型）w-keizokusien@warabisyakyo.org
各種相談等、メールでも受け付けています。まずはお気軽にお問い合わせください。



パルシステム埼玉 蕨センター様へ実習に行きました
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スマイラ通信第5号
●就労継続支援B型の昨年度の取り組み… …………………………………… ２〜３ページ
●就労移行のプログラム紹介… ………………………………………………… ４〜５ページ
●生活介護の昨年度の取り組み… ……………………………………………… ６〜７ページ
●利用までの流れ等… …………………………………………………………… ８ページ

　就労継続支援B型では、障害のある方で、働く意欲や体力のある18歳以上のご利用者様が働
いています。事業内容としては、受託加工作業（内職）やパン製造・販売事業、戸田市・蕨市の共
同事業（リサイクルフラワーセンター）へ出向し花苗の育成などを行っております。
　また、パン販売・製造事業にて、贈答用及び、蕨市の啓発の一助として「練乳ミルク食パン」の
開発・販売を行ったり、ご利用者様の自立及び就労に向けて、企業実習も行っております。就労
継続B型では新型コロナウイルスが流行する中、感染予防を徹底しながら様々な事業に取り組ん
できました。

就労継続支援B型

こちらが作業場所です。この機
械は畜冷材を洗う洗浄機です。
お客様に安全に食品を召し上
がって頂く為に大切な作業内容
となっております。

畜冷材をケースに入れていきま
す。1 ケースに 20 個の畜冷材
が入り重さはなんと 20Kg にな
ります。畜冷材を入れる向きに
も注意が必要で、ひとつひとつ
慎重に確認しながら作業を行っ
ています。

この度は、新型コロナウイルスが流行する中、実習を快く受けて頂き本当に
有難う御座いました。

洗い終わったケースはラックに
積み重ねていきます。力作業で
はありますが、集中して作業を
続ける事が出来ています。

協力して頂いたパルシステム埼玉　蕨センター様の情報
住所：〒335−0005埼玉県蕨市錦町2−10−4 https://www.palsystem-saitama.coop/jigyou/center/warabi

就職 が 決定 しました！

頑張ってください !!
実習での努力を評価され見事就職が決まりました。

❶ ❷ ❸

スマイラ松原職員一同



第一生命保険株式会社浦和支社様と
一緒に記念撮影を行いました。
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　スマイラ松原ではパン販売先を募集し
ています。販売時間の相談も承っており
ます。
連絡をお待ちしております！

販売先を募集しています

　就労継続支援B型に高圧洗浄機、生活介護にデジタルカメラを頂きました。大事に使わせて
頂きたいと思います。また、パン販売でもご協力して頂き有難う御座います。

　スマイラ松原で、蕨市のマスコット、「ワラビー」の焼き印を押
した「練乳ミルク食パン」が発売されました。こちらの商品は、
贈答用として受注販売のみで行っております。ほんのり甘く、蕨
の伝統「双子織」のようにきめ細かい生地に仕上げております。
みなさんの特別な日の贈り物としていかがでしょうか？注文は
随時受付しています。
ご希望の方は、スマイラ松原（444−6647）までお問合せ下さい。

第一生命保険株式会社浦和支社とだわらび営業オフィス様より
素晴らしい商品をいただきました。

令和2年9月
スマイラ松原より、贈答用として「練乳ミルク食パン」
を発売しました。

テレビで
紹介されまし

た

次はこちらの商品を準備中!!

COMING SOON

高圧洗浄機を使用している様
子です。パン工房部屋の衛生
面を維持するのに大活躍で
す！スマイラ松原のパン事業
には欠かせないアイテムとな
りました！

デジタルカメラはスマイラ松
原の様々の思い出・記録を残
すのに大活躍中です。これか
らもスマイラ松原の軌跡を撮
り続けていきたいと思います。

老人ホームやグループホーム等
事業所様のご朝食や昼食、夕食に、
テーブルロールはいかがですか？

まずはお気軽にお問い合わせください。

TEL 048−444−6647
担当：武田
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就労移行「あなたの働きたい気持ちを応援します!!」
　令和3年1月より1名のご利用者様が入られ、就職に向けた訓練に取り組まれています。また、
4月より新たに1名利用される予定となっております。
　少しずつ動き始めた、スマイラ松原の就労移行から目が離せませんよ!!

Step 4 就職後も長く働き続けられるよう、就職先や関係機関等と連携
してサポートします。

Step 3

Step 2

Step 1

求人検索・履歴書作成・面接練習など、就職に向けた活動を行
います。

事業所内での訓練の後、総合社会福祉センター内の事業所やご
協力いただいている企業様にて、より実践的な実習を行います。

就職のための準備として、生活のリズムを整え基本的なマナー
等を身につける訓練を行います

訓練を通して聞き取りを行う中で
ニーズや適性の把握をし、月1回
ハローワークでの求人検索に活か
します。また、就労に向けた面接
の訓練も行っていきます。

総合社会福祉センター
内の各事業所を訪問し、
シュレッダー書類の回
収を行っています。

通所に慣れていただく
ところからはじめ、封
入やボールペンの組立
などの作業訓練を通し
て、報告や確認が行え
るよう支援しています。

週に2回、総合社会福
祉センター内にある軽
費老人ホームの浴室清
掃を行っています。

パソコン操作では、
ローマ字入力でのタ
イピングや、普段の
作業で必要な書類の
作成・プリントアウ
トを行います。



　総合社会福祉センター内に、高齢者の
方が入居する軽費老人ホームがあり、訓
練として、週に2回浴室の清掃をさせて
いただいております。高齢者の方の入浴
時間に間に合うよう、時間を意識して丁
寧な作業を行っています。

　（株）東洋食品フードサービス様
が総合社会福祉センター内の厨
房業務を担われています。まだ始
まってはいませんが、もう少し訓
練を積んだ後に厨房内での実習を
予定しています。

　スマイラ松原は多機能型事業所なので、就労継続支援Ｂ型や生
活介護の方たちが同じ事業所内で活動をしているため、お互い良
い刺激になっているとおもいます。
　いろいろな事業所や地域の方と訓練中から関わりを持てるのが
スマイラ松原の良い所です!!

❶
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スマイラ松原
就労移行の 『コ

● ●

コが良
● ● ●

い所』
　新型コロナウィルスの影響で、毎朝の検温やマスク・消毒・ソーシャルディスタンスを保ちな
がら作業を行うなど、大変な一年となりました。
　緊急事態宣言が発令され、一般企業での実習が軒並みキャンセルとなる中、スマイラ松原で
は、総合社会福祉センター内にある事業所の強みを生かした取り組みをしています。

総合社会福祉センター内にある各事業所と 連携

　館内には「ファミリーサポートセンター」や
「第一地域包括支援センター（愛称：高齢者サ
ポートセンター）」など、多くの事業所があり
ます。その各事業所に訪問し破棄する書類の
回収を毎日行っています。色々な方との関わ
りを通して、報告や確認の重要性について理
解を深めています。

❹

❸

❷



貴重な体験でした
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作品販売

社会適応訓練

生活介護
　ご利用者様の興味や特技が生かせる活動や、情操的な活動を通して、「伝える力・感じる力・
自己選択・決定ができる力」を育み、引き出す支援を行っています。日常生活支援や作業活動
等を行うとともに社会参加の場を提供しています。今年度は新型コロナウイルスの影響で例年
通りの活動が行うことができませんでしたが、やり方を工夫し実施しました。

　スマイラ松原では毎年秋〜冬にかけ「社会適応訓
練」と題し、施設見学や商業施設へ出かけています。
ご利用者様が楽しみにされている行事の一つです。
　昨年度は新型コロナウイルスの影響で入館や入店
の際にマスクの着用が義務付けられており、ご利用
者様には、マスクを苦手とする方もいるため、密を
避け屋外施設で実施しました。川口市内にあるグ
リーンセンターに出かけ、ほっともっとでお弁当を
購入し、公園内で飲食しました。お弁当の種類が豊
富で何にしようか迷っている方もいました（ちなみ
に男女問わず一番人気は唐揚げ弁当でした）。
　11月に実施しましたが、例年に比べ暖かく、たく
さん歩いて汗ばむ日もありました。温室内で珍しい
植物を見学したり、孔雀を見たり、シャボン玉を飛
ばしてゆっくり過ごしたり、大噴水の迫力に興奮し
たりと普段施設では味わえない体験をたくさんしま
した。

　生活介護では様々な活動を行っています。その中
の一つに「作業」という活動があり、手すきはがきや
ビーズストラップを製作しています。昨年度は中央
公民館様からビーズストラップ（25個）の注文を受
け、1月に納品させていただきました。納品時に先
方に手渡した際、とても緊張した様子でしたが、そ
の後はすごく清々しい笑顔でした。
　また陶芸活動では、平皿や小鉢等の作品を作って
います。毎年センターまつりや福祉大会で販売して
いましたが、昨年度は中止及び規模が縮小となり、
販売機会がありませんでした。そのためご利用者様
の作品が少しでも多くの人の目に留まるようにB型
の売店で販売しています。是非お立ち寄りください。

たくさん歩いたよ



マジックにびっくり！

マスク着用訓練

　新型コロナウイルスの感染拡大により、２度目の緊
急事態宣言が発令されたことを受けて、スマイラ松
原では、マスク着用訓練を始めました。早い段階か
ら自主的にマスクを着用されていた方もいらっしゃ
いましたが、苦手とする方が多く、マスクの着用がで
きないことで、商業施設や公共交通機関の利用をた
めらう方もいらっしゃいました。これからもしばら
くはマスクが手放せない生活が続くと思われます。
　少しでも多くのご利用者様がマスクをした生活に
慣れるように、全体でマスク着用の訓練を一日一回
実施しています。訓練の結果、一日中マスクを着用
できるようになった方が多くいます。苦手な方も皆
で一緒に行うことで互いを意識し、相乗作用で良い
方向に働いてます。

　ご利用者様が楽しみにしている行事の一つに「ク
リスマス会」があります。皆でクリスマスの雰囲気
を味わい、ケーキを食べたりしています。例年はそ
の様子を保護者様に自由にご参観いただいており、
ご家族様がお見えになることを楽しみにしている方
もいます。しかし昨年度は３密を避けるために、保護
者様のご参観はご遠慮いただき、人数を２グループ
に分け、小規模で実施しました。当日はサプライズ
ゲストとして、関常務理事にご参加いただき、皆に
マジックを披露していただきました。目の前で見た
ご利用者様は「えっ!!」と目を丸くしていました。
　クリスマス会が終わってからも「マジックがすご
かったね」という声が聞こえてきました。もちろん
楽しみにしていたケーキも完食です。

頑張ってます！

クリスマス会
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　スマイラ松原では、障害のある方たちと共に寄り添いながら、日頃の活動や作業のお手伝い、付き
添いなどをしてくださるボランティアさんを募集しています。興味のある方は、どうぞお気軽にお問
合せ下さい。

（TEL 048−444−6647　担当：武田（信）、小野）

ボランティアさんを募集しています



（編集担当：小川、武田(信)、服部、小野）
編集後記

蕨市多機能型事業所スマイラ松原では、
生活介護・就労移行・就労継続支援B型、
３事業ともに新しい仲間（ご利用者様）を
募集しています。

蕨市在住で利用を希望される場合は、「受給者証」の交付・利用契約が必要になります。
見学や体験も随時受け付けておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

TEL 048−444−6647　　担当者：小川（サービス管理責任者）
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●地域生活支援事業（日中一時支援事業）
　定員 ２名

月曜日から金曜日
9：00〜 21：00（土日祝日除く）

●夜間保護事業
　定員 ２名　

月曜日から金曜日
16：00〜翌9：00（土日祝日除く）

　家庭内での介護が一時的に困難な場合や、ご家族の介護の軽減を目的として一時的に支援
します。

その他のサービス

　新型コロナウイルス感染症の影響で、今まで当たり前にできたことができなくなったりした一年で
した。難しい状況下ですが、少しでも出来る工夫をしながら楽しく有意義な毎日が過ごせるように努
めていきます。

仲間
求む！！

多機能型事業所だからこそ、あなたが輝ける場所がきっとここにある!!

毎日を楽しく将来をより良いものにするために
私たちがお手伝いします。
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あるある

ないない

居住区内の相談支援事業所と
契約が必要になります

市の福祉総務課に一度
ご相談ください。


