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創設３０周年！
今年は３０周年記念
イベントでフラダン
ス、和太鼓ショーが
あります！
皆さん楽しみにして
くださいね！

屋台メニューはちらし寿
司 、冷やしラーメン、ソ
フトクリームなど。
ゲーム、作品展示他、
お楽しみ盛りだくさ
んです！

テーマ 「輪」 ～つなげよう、ひろげよう～

第３０回 リバーサイド祭
１０月６日（日）
なしの木学園、リバーサイド泉Ⅱ 光梨と合同開催！
ひかり

今年のリバーサイド祭は、第３０回となりましたが、この施設も創設３０年を迎えたわけであ
ります。リバーサイド祭は、施設の利用者や利用者の家族、そして、職員、ボランティアの方々
の協力を得ながら一体となって、日中活動の中で行ってきた成果を発表したり、作品として作ら
れたものの製品販売やバザーの出店などを行ってきました。
また、この間に地域との交流や福祉の推進に取り組んできたことで、生活介護事業所も、この
１１月に２か所目の新規事業所を開設することとなりました。地域の方々のニーズをよく理解
し、期待されていることを十分に把握しながら事業計画を進めて参りました。
それから、リバーサイド祭を大きく盛り上げたのは、東日本大震災に対する復興支援の活動で
あったと思います。実際に被災地に派遣して救援活動を行った職員、また、このリバーサイド祭
で得た収益金を被災地に持っていくなど、様々な支援・救援活動を続けてまいりました。
最後に、このリバーサイド泉は施設が創設されてから３０年経過しましたが、横浜市内の旧療
護施設の中でも一番古い施設ということで、今後、施設の再整備などに取り組む必要がありま
す。そして、この新施設を運営していくのはリバーサイド泉を支えていく職員の皆さんです。
※写真は昨年の様子です。

リバーサイド祭の３０年
朝倉 勝裕

横浜市で最初の障害者入所施設として開所し、早
３０年の節目を迎えることができました。これも地
域の皆様のご支援ご協力の賜物と心より感謝申し上
げます。
振り返りますと、３０年程前街はまだ建物や道路
の段差等の物理的なバリアー≪障壁≫が多く、当時
は障害当事者と街で接する機会が少なかったかと思
います。環境が整っていないから出られないのか、
出ないから環境が整わないのかは別の議論として、
「バリアフリー」（心のバリアフリーも含めて）が
キーワードとなっていた頃です。
最近では老若男女、障害の有無を問わず全ての
人々が利用できる空間や物を作り出すことを目指
す、ユニバーサルデザインの時代になってきていま
す。
当法人の経営理念は「夢と希望のもてる誰もが住
みやすい社会との架け橋を築く」です。社会福祉法
人として、地域の関係機関と連携して、地域におけ
る環境づくりに貢献することを使命としており、ま
さにユニバーサルデザインを目指す理念でありま
す。こうした地域社会への取り組みの一つ、地域交
流の場の設定としてスタートしたのがリバーサイド
祭でした。
講師の方々にご指導いただいた利用者の力強いク
ラフト作品（絵画、刺繍、粘土、陶芸等）や、書道
等の作品展示、その活動風景の映像、模擬店の実施
等、どうしたら地域の皆様と楽しく触れ合うことが
できるか、どんな取り組みをしているのかを知って

もらいたくて、そん
な思いが詰まったリ
バーサイド祭でし
た。当時はまだそれ
ほどパソコンも普及
しておらず、看板や
ポップはほとんど職
員の手書きだったことを思うと時代を感じます。そ
れなりに味があり、職員の特技が改めて発見できた
お祭りでした。
福祉機器展や介護相談、車いす体験なども実施
し、バリアフリーを目指す当時のニーズに対応した
企画で（現在も継続しておりますが）、お問い合わ
せも多かったことを覚えています。
作品展示と模擬店だけの単独開催から、隣接する
なしの木学園との合同開催へ、又、作業所による作
品販売や、地域で活躍する方たちやプロ等によるア
トラクションも充実してきて、回を重ねるたびに地
域との連携もとれるようになり、毎年目と心を楽し
ませてくれています。関係者各位に感謝です。少し
ずつではありますが、地域に根付いてきたという手
ごたえを感じています。
平成２１年度新型インフルエンザの流行で、開催
前日に感染予防のため急遽中止をした以外、多くの
方々との交流の場になってきているようです。
さて、今年のテーマは、“『輪』つなげよう、ひ
ろげよう”です。地域の輪が広がるような素敵な機
会となるよう期待しています。

クラフト講座
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Ｔ．Ｋ．さん
Ｏ．Ｋ．さん
本物と間違えられそ
うなくらいリアルな
鯛が完成しました。

大好きなケーキシ
リーズ。今回はタル
トを作製しました！
写真は「食べちゃう
よ～」のポーズ。

Ｋ．Ｔ．さん

Ｓ．Ａ．さん

Ｔ．Ｎさん

先生のアドバイスのお陰で上手
に描けました。

もうすぐ美味しいリンゴ
が完成します！

いろいろなネコをハイ
ペースで描いています。

新規事業所・よこはまリバーサイド泉 Ⅲ(スリー)
生活介護

放課後等デイサービス

のぞみ

ひまわり

ここ数年、地域で
生活されている障害
者の方や養護学校等
の卒業生は増加傾向
にあります。よこは
まリバーサイド泉で
は、地域ニーズに応
えていく事と経営理念にも掲げている「夢と希望
のもてる誰もが住みやすい社会との架け橋を築
く」事に基づき、２館目となる新規障害福祉サー
ビス事業所（生活介護事業<のぞみ>・放課後等児
童デイサービス事業<ひまわり>）を１１月に開所
する事になりました。場所は横浜市営地下鉄「下
飯田駅」から徒歩２～３分で鉄筋平屋建ての事業
所になります。生活介護事業については、重度の
障害をお持ちの方や医療的ケアを要する方達を積
極的に受け入れていく中で、安心して日中過ごせ
るよう多目的ホールにマットスペースを設置しま
す。車椅子乗車に制限がある方や時間帯で医療的
ケアが必要な方でも、他利用者と同じ輪の中で活
動に参加できる体制をつくっています。活動内容
としましては、レクリエーションや軽作業・マッ
ト運動等を実施していく予定です。その他に地域
との繋がりを重視した活動として、近隣の清掃活
動やエコキャップ・アルミ缶回収などを新たに組

１１月１日（金）
同時オープン
み込んでいく予定です。
放課後等児童デイサービスについては、昨年度開
所した「わかば」同様に、重症心身障害児を主とし
た活動を行っていきます。中には常時、医療的ケア
が必要な子ども達でも安心して放課後や長期休暇時
に通えるよう児童室には遊戯スペースを設置、その
他にリクライニングチェアやハンモックも用意して
います。活動内容としては、一人ひとりに合った個
別支援や集団活動・リラクゼーション活動や近隣の
ボランティアさんにも声を掛け、いろんな視点から
の活動も企画しているところです。また長期休暇時
には、同事業所内で行っている生活介護利用されて
いる方達と一緒に活動を行い、世代間交流も図って
いきたいと思っています。
今回、新規障害福祉サービス事業所が開所される
事で当法人内では、生活介護事業所が３か所、放課
後等児童デイサービス事業所が２か所となります。
それぞれの事業所の特徴やカラーが明確化される事
で、利用者さんやご家族の方達が事業所を選択でき
る体制となります。今後は、家
族や関係機関・各事業所との連
携をしっかり取り他職種との協
力体制を整え、地域に根付いた
事業所づくりに努めていきたい
と思っています。

７月２７日
富士塚幼稚園にて

書道講座

富士塚祭

書道講座は、現在7名
が 参 加 し て 第 １・第 ３
火曜日の午後に1時間ほ
ど 行 っ て い ま す。各 々
がどんな文字を書くか
を 決 め る と、お 手 本 を
職 員 が 書 き、そ れ を も
とに参加者が一生懸命に練習をしています。２枚
の完成作品を仕上げて１枚は施設の玄関に展示
し、もう１枚は持ち帰り用としています。
また、年に１回、神奈川県身体障害施設協会の
作品展示や泉区福祉の作品展などに出品していま
す。
現在、書道のお手本を書いたり、筆の指導をし
たりしていただけるボランティアさんを募集して
います。お手伝いいただける方がいらっしゃいま
したら、是非ご連絡ください。

暑さが日毎に増し、今年も富士
塚祭の季節がやってきました。威
勢の良い太鼓の音が響き、焼きそ
ばやポップコーンの美味しそうな
香りが漂う中、参加された方は、
法被を着て盆踊りを一緒に楽しまれたり、出
店でお土産を購入されたりして、お祭りの雰
囲気を満喫されていました。
また、今年も多くのボランティ
アの方にご協力いただき、会場で
は町内会の方にも細かな気遣いや
優しい声掛けをしていただけたこ
とで、参加された方みなさんが楽
しい時間を過ごす事が出来まし
た。この場をお借りして、皆様に
心から御礼を申し上げます。

リバーサイドの利用者さんと
一緒にお出掛けしませんか！？
リバーサイドで暮らしている利用者さんは、買い
物に行ったり、日帰り旅行に行く事をとても楽しみ
にしています。でも…たくさんの方が希望されてい
て、なかなか行く事が出来ない事も…。ボランティ
アのみなさんのお力をちょこっとだけお貸し頂けれ
ば、もっともっと楽しく豊かに暮らす事が出来ま
す！
一緒にお買い物に行って楽しんで頂ける方、日帰り
で旅行に行って楽しい思い出を創って頂ける方を募
集しています♪

軽スポーツ大会に参加しました！
6月8日(土)和泉遊水地第4池に
て、第22回ふれあい”ザ”いずみ軽
スポーツ大会が行われました。利用
者さん20名、ご家族1名、いずみ野
中学校の生徒さん9名、職員11名で
参加しました。
競技種目は、玉入れ、デカパン競争、パン食

リサイクルで福祉に
貢献しませんか！

お
問
い
合
わ
せ

ボランティアのご応募はこちら
ボランティア担当：島田
広報担当：岩瀬
０４５-８０４-２１９１
E-mail :
riverside -v@ysjk.j p

い競争、50・100メートル走でし
た。利用者のみなさんは、昼食の
カレーライスにプラスして、パン
が食べられるということで、パン
食い競争をとても楽しみにしており、
張り切ってがんばっていました。
実行委員の皆さんや、参加してくれ
た生徒の皆さん、ありがとうございま
した！

古布の寄付募集！

●缶ジュースのプルトップ総量８００～１０００キロで車
椅子一台と交換できます。●エコキャップ（ペットボトルの
キャップ）、800 個でポリオワクチン一人分が購入できま
す。是非、当施設までお持ちください！

障害者支援施設

初めての方も、まずは活動などで利用
者さんと触れ合ってからなどで大丈夫
です。
また買い物や旅行も職員が一緒に行き
ますので安心です。
利用者さんと一緒にお出掛けして、一緒にたくさん
笑いましょう！
利用者さんはいつでもみなさんを待っています♪

施設では、清拭に使う古布（木綿）が不足
しています。不要な古布をお持ちの方、寄
付していただけると助かります。
担当：林・坂井

よこはまリバーサイド泉

〒 245-0017 横浜市泉区下飯田町 355

TEL 045-804-2191
FAX 045-803-6239
E-mail : riverside-2@ysjk.jp
ボランティア用 E-mail : riverside-v@ysjk.jp
ＵＲＬ : http://www8.ocn.ne.jp/~river/
リバーサイド泉
拡大
MAP

交通：相鉄いずみの線「ゆめが丘駅」、市営地下鉄「下飯田駅」徒歩10分、「湘南台駅」徒歩19分

編集
後記

まだまだ暑い日が続きますが、皆様いかがお過ごしでしょうか？施設内はリバーサイド祭へ向けて活気付
いてきました。広報担当では、今後もリバーサイド祭へ向けて情報をお伝えしていきます。ご意見ご感想
等ありましたら気兼ねなく上記お問い合わせ先へお寄せ下さい。
平成２５年９月

