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2 北海道宏栄社

　一般就労を目指して頑張っていた角谷昌紀さんが、「有限会社熊谷テント製作所」に就職が決まりました。
　就職後も、安心して仕事ができるように定着支援を行います。

　新年明けましておめでとうございます。
　皆様には輝かしい新年を迎えられたことと、お慶び申し上げます。また関係各位に
おかれましては日頃から社会福祉活動に対して、多大なるご尽力を賜り心から厚くお
礼申し上げます。
　さて、昨年を振り返り見ますと国外では英国がＥＵ離脱を選択、米大統領選でトラ
ンプ氏勝利、韓国大統領が辞意表明、国内では熊本で震度７の連続地震、ポケモンＧ
Ｏ社会現象、障害者施設で19人刺殺、小池都知事誕生等いろいろな出来事があった
とあらためて思い出します。
　このような情勢の中で、当法人においては、事業計画で承認された事項について粛々と取り組みを行って
きており、決算時には予算計上した数字を達成できるのではないかと考えております。　
　特に昨年は働く方々の環境整備に配慮して、食堂２か所にクーラーを設置し暑さ対策を行ったほか、工場
の照明をLＥＤ蛍光管に交換し工場内の明るさを改善する等安全対策の取り組みをいたしました。また、労
働安全衛生法の一部改正によるストレスチェックを全従業員に実施することで、物理的な事だけでなく、メ
ンタル面での取り組みも行いました。
　また、研修関係では、社会福祉法人の職員としての自覚を持ってもらうことを目的として、数年前から年
次計画で全職員を対象に社会福祉主事資格の取得を実施しており、昨年も２名を受講させました。
　さらに、虐待防止研修では、初めて利用者さんを対象とした研修を行い、利用者さん自身が虐待に対して
再認識をされたのではないかと思います。
　このように、毎年いろいろな取り組みを行ってきておりますが、いつの時代においても「人の和」が基本
となります。法人においてこの「人の和」がより一層強固となるように引き続き人材育成に力を注いでいき
たいと考えております。

【有限会社熊谷テント製作所】　代表取締役：熊谷嘉行
　創業以来60有余年「港町小樽」に根付いているテント屋さんです。
　取扱商品名／屋形テント、カフェテラスオーニング
　　　　　　　わんちゃんのレインコート
　　　　　　　土木環境資材、運送関連商品など
　所 在 地／小樽市祝津２－379
　電 話 番 号／0134－25－3232
　Ｕ Ｒ Ｌ／ http://www.kumagai-tent.co.jp

角谷昌紀さんが㈲熊谷テント製作所に就職しました!!角谷昌紀さんが㈲熊谷テント製作所に就職しました!!

【熊谷社長のコメント】
　入社されてほぼ４ヶ月、一日も休むことなく元気に出勤し、慣れない
作業にも一生懸命取り組んでいただいております。何事も前向きな姿勢
で（ちょっと引っ込み思案かな？）こつこつと作業を進めていけるので、
こちらも安心して任せられます。
　これからもいろんな分からない事、疑問等出てくると思います。その
都度確認し、そしてその結果の報告を怠らないことが大事だと思います。
　日々の積み重ねの中で、少しずつ自分のものにしていって下さい。

【角谷さんのコメント】
　仕事は大変ですが、楽しいしこれからも続けていきたいです！

理事長あいさつ理事長あいさつ 理事長　吉　村　克　之
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（紙面担当／武田守、松本宏樹）

想いDEフォト想いDEフォト
2016/07-122016/07-12

夏祭り夏祭り

クリスマス忘年会クリスマス忘年会

潮祭り潮祭り

ほほえみフェスタほほえみフェスタ



4 北海道宏栄社

スポーツ 大会特集スポーツ 
全国障害者スポーツ大会
（岩手県）

おたる運河ロードレース
（小樽市色内ふ頭公園）

北海道障がい者水泳大会
（平岸プール）

北海道障がい者ボーリング大会
（オタルボウル）
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（紙面担当／打矢直美）

スポーツ 大会特集大会特集
北海道障害者フライング・ディスク大会
（つどーむ）

北海道障がい者卓球競技大会
（札幌市身体障害者福祉センター）



6 北海道宏栄社

平成28年６月25日（土）から26日（日）の日程で、　
今回の宿泊先は♨登別温泉♨です。
入所・通所の利用者のみなさん、職員合わせて総勢88　

自治会旅行自治会旅行
キリンビール北海道千歳工場キリンビール北海道千歳工場

伊達時代村伊達時代村
　開村25周年で盛り上がる伊達時代村ではマスコ
ットキャラクターのにゃんまげや花魁（おいらん）
との記念写真、忍者ショーなどたくさんのイベン
トを堪能しました。
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（紙面担当／小槌久子）

北海道宏栄社自治会旅行を開催しました。

名が参加しました。

　キリンビール北海道千歳工場では、敷地の広
大さと工場内に設置されている機械の大きさに
驚きました。

　苫小牧市にあるノーザンホースパークでは、
昼食後乗馬やサイクリングなど、みんなで楽し
みました。

　自治会旅行は２年に１度
のお楽しみ。
　次回の宿泊先はどこなの
か・・・。

今から楽しみです！

キリンビール北海道千歳工場 ノーザンホースパークノーザンホースパーク

宿泊は・・ホテル第一滝本館！宿泊は・・ホテル第一滝本館！



メニュー
・ジューシーチキンのソルト焼き
　～豆苗を添えて～
・海老とピーナツの生春巻き
・カリカリ楽しいフライドポテト
・ふわっふわのシフォンケーキ

8 北海道宏栄社

メニュー
・和と洋のコラボレーション！魚醤のパスタ
・自分でこねこねテーブルパン
・太陽さんさんオレンジゼリー

メニュー
・ニコニコ笑顔ジャックオーランタン寿司
・秋の味覚！熱々！！かぼちゃのスープ
・カラフルハロウィンサラダ
・ドキドキ♥かぼちゃのモンブラン

　みんなでパン生地をこね
て、好きな形を作ったり、
フライパンを使ってパスタ
の具を炒めたりと色んな調
理をして楽しみました。

　ハロウィンにちなみ、か
ぼちゃを使ったメニューを
作りました。ご飯の上には
海苔で可愛くデコレーショ
ンしました。

　生春巻きは作るのが難し
かったですが、上手に巻く
事ができました。
　チキンは綺麗な焼き色が
ついて、見た目も中身も美
味でした！

お料理教室お料理教室
利用者の皆さん11名が参加して、楽しく料理を作りました。



A定食選

行行

択択

事事

食食

食食

B定食
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１年を通して、季節ごとのおいしさを毎月楽しんでいます。

さくらちらし寿司
清汁

天ぷら盛り合わせ
うどんと蒲鉾の和え物

桜もち

稲荷寿司
清汁

鶏肉のグリル梅ソースかけ
冬瓜のあんかけ

すいかのロールケーキ

山菜ごはん
かぶら汁

さわらの西京焼き
炊き合わせ

ミネラルサラダ
桜のロールケーキ

赤飯
清汁

エビとごぼうのかき揚げ
煮物盛り合わせ

茶碗蒸し
寿まんじゅう

梅しそひじきごはん
オクラのたたき汁

イワシの天ぷら盛り合わせ
たことにらの酢味噌和え
フルーツ白玉あんみつ

きのこご飯
清汁

豚肉のチーズ巻き
鱈の柚子味噌焼き

だし大根のそぼろあん

　お肉料理、お魚
料理、どちらにす
るか皆さん楽しみ
ながら選んでいま
した。

ひな祭り

　鮭の竜田揚げと焼き豆腐に甘辛いソー
スが絡みご飯がすすむ一品。

鮭と焼き豆腐の甘辛ソース

　甘酢ソースで味付けしたチキンにたっ
ぷりのタルタルソースをかけた一品。

チキン南蛮

お祭り

お花見

敬老の日

入梅

立冬

（紙面担当／小槌久子、打矢直美）



10 北海道宏栄社

　北海道宏栄社では、職員のスキルアップのために内部研修を実施しています。
　また、今年度の新しい取り組みとして、利用者さんを対象とした虐待の研修会を行いました。

～見学された方～
◆有限会社エスエヌ企画
　　ライズ児童デイサービス
　　の皆様
◆岩内第二中学校の皆様
◆札幌視覚支援学校の皆様
◆北海道星置養護学校
　　ほしみ高等学園の皆様
◆小樽市立菁園中学校の皆様

今年度も多くの方がお見えになりました。
見学を希望する方はご連絡下さい。

■虐待の研修会（利用者さん対象）
　講師：小槌　久子（生活支援課 係長）

■虐待防止研修（全従業員対象）
　講師：佐々木　拓也（クリーニング２課 主任）

■コンプライアンス研修
　講師：近藤　日出男 氏　株式会社吉岡経営センター

■リーダー研修
　講師： 近藤　日出男 氏　株式会社吉岡経営センター

　中小企業等の省エネ・生産性革命投資
促進事業の補助を受け、工場の照明すべ
てをＬＥＤ蛍光管に変えました。
　工場が明るくなり、作業環境が改善さ
れました。
　総費用：5,908,800円
　助成額：1,330,533円

ＬＥＤ補助事業

施設見学

内部研修
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新利用者さん新利用者さん

寄　贈寄　贈

表紙の画について表紙の画について

新職員新職員
所 属：クリーニング１課
利 用 者：葛

か

西
さい

　大
だい

助
すけ

さん
趣 味：読書、手芸
コメント：よろしくお願いします。

所 属：相談支援事業所あおば
職 員：川

かわ

村
むら

　光
み

加
か

趣 味：アウトドア
コメント：初めてのことばかりで

皆様にはご迷惑かける
と思いますが、精一杯
頑張りますので、よろ
しくお願いします。

昨年寄贈をいただいた方々をご紹介いたします。
本当にありがとうございました。

・北海道コカ・コーラボトリング株式会社　様
・北海道キリンビバレッジサービス株式会社　様
・サントリーフーズ株式会社　様
・株式会社かま栄　様
・日本中国料理協会小樽支部　様 しゅうまい寄贈（日本中国料理協会小樽支部 様）

【作者紹介】
吉田きっこ氏
○札幌市出身、昭和43年から小樽市に在住。
○学生時代に趣味で油絵を始める。
絵画グループには所属せず気の向くまま風景、
静物、人物を描いて楽しんでいる。
○昭和52年から小樽市花園でスナック「倖（した
しみ）」経営の傍ら、新日本海フェリー㈱のフ
ェリーターミナル内のギャラリーで個展を開催
するなど現在も精力的に創作活動を展開中。

【作品紹介】
「冬の小樽運河」
　日が暮れると運河が綺麗にライ
トアップされます。浅草橋から冬
の小樽運河を描きました。

「自画像」

編 集 後 記
　新年、明けましておめでとうございます。
　広報誌「ふれあい」も１月号をお届けする季節がやってきました。昨年は、障害者差別解消法の施行や社
会福祉法の一部改正など、施設にとっても変革の大きい年でした。
　広報誌「ふれあい」はいつもと同じく、楽しい話題を盛りだくさん用意しました。特に自治会旅行では楽
しそうな利用者さんの笑顔がいっぱいです。
　新年を迎えて、全員でこの笑顔をたやさぬよう頑張りたいと思います。皆様にとってもすばらしい笑顔の
一年となることをご祈念いたします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【編集長：武田守】
　

（紙面担当／武田守、高田栄一郎、松本宏樹）



各 施設のご案内
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札樽自動車道

施設の利用状況　 （平成28年12月１日現在）

区　分 定　員
利用者数

男性 女性 合計

北 海 道
宏 栄 社
（入所）

施 設 入 所 支 援 54 39 9 48

日中
活動

生 活 介 護 54 34 8 42
就労継続支援　Ｂ型 15 5 1 6

宏 栄
セ ル プ
（通所）

就 労 移 行 支 援 10 6 2 8
就労継続支援　Ａ型 10 8 1 9
就労継続支援　Ｂ型 40 31 8 39

区　分 居室数 利用中 空室
宏 栄 社
福祉ホ－ム

単身用居室  ８室（ 8名） 8室 0室
夫婦用居室  ６室（ 12名） 6室 0室

※各施設をご利用希望の方は、お問い合わせください。

12 （印刷／編集協力）社会福祉法人 北海道リハビリー

社会福祉法人　北海道宏栄社
〒047－0011　 小樽市天神２丁目８番２号

電話代表 ☎ 0134－25－1551　FAX 0134－29－3284
営業直通 ☎ 0134－31－5625　FAX 0134－33－3178

ホ－ムペ－ジ　http://www.koueisya.or.jp/　メ－ルアドレス　selp@koueisya.or.jp
（営業時間）■平日 ８：40～17：00　■土曜 ８：40～14：50　■日曜　定休日

障害者支援施設

北 海 道 宏 栄 社
（定員54名）

　障がいのある方に、施設入所支援を提供しながら、日中活
動の場として生活介護事業を提供する施設です。

●施設入所支援事業（定員54名）
快適な寮生活を提供します。施設内はバリアフリーで居室

はすべて個室です。入浴や食事も提供します。

●生活介護事業（定員54名）
日中活動の場として、軽作業等の生産活動の機会を提供

します。希望に応じて食事の提供も可能です。

●就労継続支援B型事業（定員15名）
一般就労が困難な方に、雇用契約は結ばず、自分の希望
や体調に合わせた就労支援を提供するサービスです。

障害福祉サ－ビス事業

宏栄セルプ
（定員60名）

　障がいのある方に、自宅などから通っていただき、就労に
向けてのサ－ビスを提供する施設です。

●就労移行支援事業（定員10名）
一般の会社に就労を希望する方が、おおよそ2年間、施設

内での作業訓練や事業所での実習を行うサ－ビスです。

●就労継続支援Ａ型事業（定員10名）
障がいが理由で一般就労が困難な65歳未満の方に、施設

との雇用契約に基づく就労支援を提供するサ－ビスです。

●就労継続支援Ｂ型事業（定員40名）
一般就労が困難な方に、雇用契約は結ばず、自分の希望
や体調に合わせた就労支援を提供するサ－ビスです。

●生活困窮者就労訓練事業（定員10名）
就労に困難を抱えた方に状況に応じた就労の機会を提供
し、生活面や健康面での支援を行います。

相談支援事業所

あ　お　ば
　在宅の障がいのある方の生活上の困りごとや障がいにつ
いての質問、福祉サービスの利用について相談を受ける事業
所です。
●一般相談支援事業　●特定相談支援事業　●障害児相談支援事業
（営業時間）８：40～17：40　■土曜、日曜、祝日　定休日

☎ 0134－27－4722　FAX 0134－33－1131
メ－ルアドレス　aoba@koueisya.or.jp

福祉ホ－ム

宏栄社福祉ホ－ム
（居室数14室・定員20名）

　障がいのある方に、バリアフリ－対応の居室を
提供します。単身用と夫婦用の居室があります。

☎ 0134－24－7551


