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障害者支援施設
よこはまリバーサイド泉
障害福祉サービス事業所
よこはまリバーサイド泉Ⅱ
光梨(ひかり)
障害福祉サービス事業所
よこはまリバーサイド泉Ⅲ
のぞみ・ひまわり

ホームページ

リバーサイド泉

新・事業所広報誌もこちらから

翔～飛び立とう・はばたこう・広げよう～

リバーサイド泉＆わ
か ば、Ⅱ 光 梨 に 加
え、今 年 は Ⅲ の ぞ
み＆ ひ まわ りも 仲
間入りです！
皆様ふるってご参
加下さい！

★泉・Ⅲ…
シンガー
ソングライター
『TRUNK』ライブ
★Ⅱ…
琉球民謡
ウクレレ＆フラガールズ
★スタンプラリー
(泉・Ⅱ・Ⅲ)
ひかり

「なしの木学園」、「よこはまリバーサイド泉」、「Ⅱ光梨」、「Ⅲのぞみ ひまわり」合同祭

リバーサイド祭
１０月５日(日)

第３１回

１０：３０～１５：００ 雨天決行
(なしの木学園は１４：３０まで）
↑詳細は裏面地図参照

★ゲームコーナー
★バザー
※事業所により異なります。

★模擬店！
Ⅱ・Ⅲ…ビビンバ／けんちん汁／
やきそば／フランク／アイス／
泉…栗ごはん／焼きそば／焼き鳥／
モンブランカップケーキ

新任職員紹介
よこはまリバーサイド泉

次長

障害支援課 新規事業担当班

中村

します。
障害支援課 健康管理係

係長 柿崎

庶務担当

課長

國分

生子

６月１日付で、横浜市中央浩生館より
配属になりました、国分です。
まだ認知度は低く、この人は誰？と思わ
れておりますが、明るく笑顔のある、施
設作りに努めていきますのでよろしくお
願い致します。

新人職員紹介
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弥智恵

今年の４月に入職しました。健康管理
係として施設全体および事業所の衛生管
理と感染予防を中心に、また、安全で安
心な医療を提供できる環境つくりを行っ
ていきます。今後ともよろしくお願いい
たします。
障害支援課 地域サービス 2 係

障害支援課

中川 政子

横浜市立小学校、特別支援学校で３９
年勤務して、担任、教育コーディネー
ター、主幹教諭を経験しました。今まで
の経験を生かして頑張っていきたいと
思います。今後ともよろしくお願いいた

良隆

４月１日より、よこはまリバーサイ
ド泉次長（居宅サポートリバーサイド
泉所長兼務）として赴任いたしました
中村良隆と申します。よこはまリバー
サイド泉で２０年、生活保護更生施設
横浜市中央浩生館で生活保護受給者の自立支援を５
年、横浜市簑沢地域ケアプラザの所長として、高齢
者および地域支援を６年間学ばせていただき、古巣
に戻ってまいりました。この１１年間で得た様々な
経験を生かし、地域の皆様とともに笑顔にあふれた
施設を目指して頑張っていきたいと思います。今後
ともよろしくお願いいたします。

係長

係長

林 里美

地域支援２係（よこはまリバーサイド
泉Ⅱ光梨、よこはまリバーサイド泉Ⅲの
ぞみ・ひまわり）を担当することになり
ました。ご家族・ご利用者の方々に「来
て良かった」と思ってもらえるような事
業所になっていけるよう、職員一同、頑張っていき
ますので、今後ともよろしくお願いいたします。

リ

有馬 三紀子 利用者の皆さんの笑顔を
糧に、日々精進しております。よろしくお
願いいたします。

馬目 和之 利用者さんと一緒に楽しい リ
思い出をたくさん作っていきたいです。

星 茉莉子 利用者さんの生活が楽しく
なるようお手伝いができたらと思ってい
ます。

伊藤 かれん
緊張して至らない点もあ リ
りますが、利用者さんの支えになるよう元
気に頑張ります。

加藤 美樹 楽しいことや周りの人たち
を笑顔にすること大好きです。これから
よろしくお願いします!!

岩下 志麻 先輩職員からのご指導や利
用者さんの意見を成長の糧にして日々全
力で頑張っています。

Ｐ

小林 晃男 福祉関係に従事して 20 年
の経験を障害者支援に役立てて行きま
す。よろしくお願いします。

清宮 萌 利用者さんと日々笑顔で過ご
せるよう、支援をしていきたいと思いま
す。

ひ

佐藤 誠一 まだまだ未熟な私ですが子
どもたちと一緒に成長していきたいと思
います。

砂原 美都紀 利用者さんの生活の支え の
になれるように頑張って行きたいです。
よろしくお願いします。

横山 順一 利用者さんのニーズに寄り
添い、より社会に開かれた事業所の実現
を目標に頑張ります。

小林 信一 利用者さんに信頼されるよ の
うな職員になり、安心して生活してもら
えるよう頑張ります。

由比 初美 利用者さんのより良い支援
が出来るよう、努力していきたいと思い
ます。

橋本 直弥 毎日の生活が「楽しい」「過 Ｐ
ごしやすい」と思ってもらえるような支
援をしていきたいです。

森田 耕平 利用者さんの生活機能の維
持・改善を目標に他のスタッフと協力し
て頑張っていきます。

家族交流会(児童)

年間行事紹介
４月
・家族交流会
５月
・軽スポーツ大会
７月
・富士塚祭
８月
・花火大会
１０月
・リバーサイド祭
・身障協ローリング
バーレーボール大
会
１１月
・ステージ発表
１２月
・クリスマス会
１月
・身障協作品展示
・成人式
・喜寿、還暦祝
２月
・卓上競技大会

リバーサイド泉Ⅲ ひまわりより
放課後等デイサービスひまわりは昨年１１月
に開所し、当法人では「わかば」に続き２つ目
の放課後等デイサービス事業所として仲間入り
いたしました。４月５日（土）児童部門として
初めて合同での放課後等デイサービス家族交流会を開催いたしました。
内容はスタッフの紹介やスライドショーを取り入れた活動紹介また、懇談会で
はご家族より温かいお言葉もいただきました。
カレー、豚汁、焼き鳥などの昼食はとても好評をいただき、子どもたちやご家
族と一緒に楽しむことができました。また、午後はTRＵNKさんライブで大変盛
り上がりました。
初めての試みで上手くいくか心配していましたが、さまざまな方のご協力で無
事に行うことができました。
放課後等デイサービスの交流の場、みんなで楽しめる場所として今後も取り組
んでいきたいと考えています。またお忙しい中ご参加いただいた皆さんやご協力
いただきました皆さんにお礼申し上げます 。

軽スポーツ大会

5月31日（土）に第２３回「ふれあい ザ・いずみ
軽スポーツ大会」が和泉遊水地にて開催され、多くの
方々が参加されました。風が強く午前中のマラソンが
中止となってしまうというハプニングもありました
が、お天気は快晴で絶好のスポーツ日和となりまし
た。昼食は恒例のカレーライス！「外で食べると一味違う」と皆さんで楽しく美
味しく頂きました。午後のプログラムも日差しに負けず、皆さん元気よく走り、
たくさん応援もし、心も身体もとても熱い一日となりました。

盆踊り

リバーサイド泉・デイサービスより

７月３０日に夏祭りを行いました。午前中は光
梨・のぞみの利用さんをご招待しました。
多目的ホールに手作りのやぐらを作りその上で職
員が踊りや太鼓を披露すると、それを見て利用者
さんも、楽しそうに踊っていました。
午後はわかば・ひまわりの子ども達をご招待し、釣りや輪投げ・射的など
のゲームやケープサート発表会を行い笑顔いっぱいの時間を過ごしました。
今後も利用者さんが楽しめる交流の場を作って行ければと思います。

富士塚祭
３月
・ローリングバレー
ボール大会(ぱっす
る杯)

リバーサイド泉Ⅱ 光梨より

リバーサイド泉・入所より

８月２日、富士塚幼稚園にて富士塚祭が行われまし
た。夏の黄昏時の中、５０名近くの利用者さんが参加
されました。地域の方々に混じって盆踊りの輪の中で
楽しそうに過される方、焼きそばや綿菓子を美味しそ
うに召し上がる方、皆さん思い思いに夏のひとときを
満喫されておりました。尚、当日は多くのボランティアの皆さんのご協力を頂
きました。無事に会場との往復が出来、利用者さんが笑顔で帰園できましたの
も、皆さんの力、大でございます。この場を借りてお礼を申し上げます。

ボランティア募集！
● リバーサイド泉
日 中 活 動・外 出・行 事・講
座などのボランティアさんを
募集しています。日常生活や
月１回程度のイベントを一緒
に楽しんでいただける方、書
道、縫 物、営 繕 な ど の ボ ラ ン
ティアさん、団体での参加も
ご 相 談 下 さ い。見 学・体 験・
車椅子講習も随時受け付けて
おりますので、お気軽にご連
絡ください。
ご応募、お問い合わせはこちら
≪受付窓口：広報担当・岩瀬≫
０４５-８０４-２１９１

● リバーサイド泉Ⅱ 光梨
障害のある利用者さんと共に
楽しい時間を過ごしていただけ
るボランティアさんを募集して
います。
・日 中 活 動 ： 創 作・運 動・ケ
ア・音楽等
・特技やサークル活動の発表：
音楽コンサート、マジック等
・イ ベ ン ト ： 日 帰 り 外 出、リ
バーサイド祭、クリスマス会等
見学も随時受け付けています。
まずはお気軽にご連絡下さい。
ご応募、お問い合わせはこちら
≪受付窓口：ボラ担当・金子≫
０４５-８００-６３５５

アルバイト随時募集しています。
職種：①活動支援員②身体介護支援員(入浴等・
特に男性)③夜勤支援員(男性)④看護師 勤務時
間：①②９時～１８時(４ｈから応相談)③ 21 時～
翌 8 時④９時～ 17 時(４ｈから応相談) ※定員空
きにより採用 資格経験：あれば尚可

リサイクルで福祉に貢献しませんか！
●缶ジュースのプルトップで車椅子と交換できます。
●ペットボトルのキャップでポリオワクチンが購入で
きます。是非、当施設までお持ちください！

お
問
い
合
わ
せ

障害者支援施設

支援員

● リバーサイド泉Ⅲ のぞみ・ひまわり
昨年度オープンした当事業
所では、利用者さんの日々の
楽しみをぜひ皆さんと広げて
いきたいと考えています。
・利用者さんの話し相手
・日中活動のお手伝い
・ご自分の特技や経験を活か
したい方
福祉に興味のある方や人と
関わることが好きな方、お気
軽にお問い合わせください。
ご応募、お問い合わせはこちら
≪受付窓口：ボラ担当・由比、北本≫
０４５-４３８-９１９７

夜勤支援員

看護師

時給：① 920 円～② 950 円～③１回 18000 円程
度④ 1700 円～ ★ご応募、お問合せは下記「お問
い合わせ」電話又はメールまで担当宛へご連絡下さ
い。★同性介護のため男性の身体介護、又は夜勤を
急募しています。
≪担当：①②③渡邊・④柿崎≫

古布の寄付募集！
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：渡邊・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
ＵＲＬ : http://www8.ocn.ne.jp/~river/
リバーサイド泉
拡大 MAP
交通：よこはま
リバーサイド泉
まで、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

よこはまリバーサイドⅢ のぞみ・ひまわりが昨年１１月に開所しました！また事業所単位広報誌「トレビのい
ずみ」が８月より発行されています。ホームページ(http://www8.ocn.ne.jp/~river/)で閲覧できます。こち
らもよろしくお願いいたします。※観覧車は今回号より年２回９月、４月の発行となります。
平成２６年９月

