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平成 31 年

5月

本部

福岡市東区香椎駅前 2 丁目 1-17

麻生ビル４Ｆ

TEL : 092-681-1202

第１3 回

ふきのとうまつりのお礼

ふきのとうまつりにお越しいただきまして本当にありがとうございました！当
日は風も強く寒かったのですが地域の方々や他施設の利用者・関係者の方々など
沢山のお客様に来ていただくことができました❤
おかげさまで焼き鳥（皮）やおしるこ等は完売御礼となりました★また雑貨や古本・古着も沢山
のお客様に購入していただきました！ふきのとうの利用者さんも当日は張り切って、いつもより早
く来所された方が非常に多かったです（笑）お客さんが多くて大変だった売り場もあったようです
が、皆さんとても頑張ってくれました！とても達成感のある１日になったようです★
ふきのとうの大切な伝統としてこれからもふきのとうまつりを続けていきたいと思います🌸🌸

新人紹介
名前：松尾 秋奈 （まつお あきな）
所属：喫茶ほっと
趣味：ショッピング、温泉、ゲーム
一言:一生懸命がんばります！よろしくお願いします（＾＾）

名前：柴田 真希子（しばた まきこ）
所属：グループホームほっと²
趣味：ドライブ
一言：日々勉強しつつ、一生懸命頑張ります。よろしくお願い致します。
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就労継続支援 B 型事業所「喫茶ほっと」

就労継続支援 B 型事業所 喫茶「ほっと」
東区香椎駅前 2 丁目 1－17 麻生ビル 1F
TEL/681-1959
FAX/681-1969

ぽかぽか陽気が暖かい季節になってきました。桜や春の草花が芽吹き、
毎日歩く道が華やいで歩いてるだけで気持ちもぽかぽか気分になりますね。
ほっとにも新しい風が吹きこみ、明るく楽しい時間を過ごしています！
さて、皆様はどんな春を迎えられましか。
ほっとでは、今回も季節にちなんだイベントとして『お花見』を行いました。
～お花見～
ほっとのお花見と言えば、いちご大福！
このいちご大福は、ほっとの伝統で代々作り方を引き継いでお花見には皆でつくって持って行くよう
にしています。なかなかお餅や、餡を包むのが思うようにいかず、難しかったという声もありました。
手作りのいちご大福はみんなの気持ちも詰まっているのでいつもの何倍増しにもおいしく感じます
ね！いちご大福とお弁当を作ったら、さあ待ちに待ったお花見です！この日は天候と気候に恵まれ、温
かい日差しの中でお花見ができました。
また皆で行きたいですね！

就労継続支援 B 型事業所「ふきのとう」
【活動報告

就労継続支援 B 型事業所「ふきのとう」
東区名島 4-2-26
TEL/682-4271
FAX/682-4271

ふきのとうまつり準備】

ふきのとうでは、この原稿を書いている３月中旬現在ふきのとうまつり
の準備が着々と進んでいます。写真は一番人気の商品と言っても過言で
はないクッキーを作っている様子です★材料の計量をして、それぞれを
混ぜ合わせ生地をこねて冷蔵庫で寝かせるまでの工程はなかなか力がい
る作業ですが、利用者さん達は楽しみながら行ってくれました❤今年の
クッキーにはチョコチップやスライスアーモンド、クルミなどの種類が
あります！今ふきのとうにはクッキーを焼く良い香りが施設中に漂って
います❤是非皆さまのお口に入りますように！
また、今年も近隣住民の方々から沢山のバザー用品のご寄付をいただき
ました🌸🌸洋服やバッグ、おもちゃ、本など掘り出し物がいっぱいです！
ふきのとうまつり当日はどの商品もお求めやすい価格にてご提供させて
いただきます★是非とも足をお運びくださいますようお願い申し上げま
す❤それでは、ふきのとう利用者・スタッフ一同、ふきのとうまつりで
皆さまにお会いできますことを心から楽しみにしております！
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就労継続支援 B 型事業所「ふるはーと」
就労継続支援 B 型事業所「ふるはーと」
東区香住ヶ丘 2-11-32 セイワビル 1Ｆ奥 102 号
TEL/673-3787
FAX/201-5702
もう大分あったかくなってきました。
このほっとひと息が届くころにはもっとあったかくなっているころでしょう。
さて、ふるはーとの活動報告ですが、1 月は初詣に行きました。
毎年恒例の香椎宮で、2019 年も無理せず作業をこなせることを願いました。
2 月は、豆まきでした。今年もなんとか鬼を退治して、
福の神を招き入れました。よかったですね。
3 月は花見と避難訓練です。毎年 3 月の終わりか、4 月の初めに花見に行きますが、
ここ数年は、天気と開花に恵まれていませんでした。
今年は桜の開花の方はまだ 5 分咲き程度でしたが、
天気に恵まれ、のんびり花見をすることが出来ました。
メンバーさんも皆満足してくれたようで良かったです。
今年度もなんとか期末賞与を出すことが出来ました。
お菓子の販売、内職の作業量や、なによりメンバーさんの努力の賜物です。
4 月からの新年度も無理せず、楽しめる範囲で、
作業もイベントも両方取り組めていけたらと思います。

グループホーム

「四季の家」

グループホーム

「ほっと２」

グループホーム「四季の家」
東区和白 1-9-23 古賀コーポ 106 号
TEL/FAX 608-2880
グループホーム「ほっと２」
東区香椎駅前 1-27-28 第 2 木下ビル 102 号
TEL/FAX：673-1076

だんだんと寒さが和らぎ暖かい日が増えてきましたね。
さて、グループホームでは防災点検を行いました。国の規定により、点検を行わなくてはならないため
毎年行っています。業者の方に来ていただき、入居者の方々の部屋にある火災報知器の点検をしてもら
っています。毎年行っているものですので、皆さんとても慣れた様子で点検作業を確認されていました。
入居者の方の中には、火災が起きた際の経路を確認される方や避難はしごの降ろし方の確認をされる方
もいらっしゃいました。
万が一の時のために、備えておいて損はないと言いますので次回の防災訓練では皆さんと一緒に経路の
確認や道具の使い方を確認しようと思います。
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地域活動支援センター「ピアひがし」
東区香椎駅前 2-1-17 麻生ビル 2Ｆ
TEL/681-1158
FAX/681-1168

地域活動支援センター「ピアひがし」

センターからのお知らせ
・4 月 30 日、5 月 1 日は開所します。
・5 月 2 日～5 月 4 日は臨時休所になります。
・5 月 18 日、6 月 22 日は行事の為、出発時間より臨時閉所します。

イベントのお知らせ

教室のご案内
事前に申し込みをお願いします！！
～絵はがき教室～
日時：5 月 15 日（水）15 時~16 時
参加費：無料
※申込期限

5 月 10 日（金）

日時：6 月 19 日（水）15 時~16 時
参加費：無料
※申込期限

6 月 14 日（金）

（作品を持ち帰る場合は１枚 10 円）

その他サークルについては、
カレンダーをご参照ください。

★ピクニック
・日程：5 月 18 日（土） 10:00 出発～
・場所：相島
・参加費：交通費 大人 1580 円（往復）
、手帳所有の方 1360 円
＜※申込締切日：5 月 15 日＞

★ジブリ大博覧会（福岡市博物館）
・日程：6 月 22 日（土） 11:00 出発～
・参加費： 交通費 960 円（往復） （手帳割引 480 円）
＜※申込締切日：6 月 19 日＞
昼食は喫茶ほっとのお弁当を注文できます。（500 円お茶付き）
希望の方はピクニックは 5 月 11 日までに、ジブリ博覧会は 6 月
15 日までに注文して下さい。

ピアひがし・イベントの報告
3 月 16 日にウェルビー博多の職

3 月 9 日にグラン

員に事業所の説明をして頂きま

ドゴルフ大会を行

した。また、伝言ゲームを通し

いました。

て、情報共有の重要性について
知る事が出来ました

3 月 30 日に花見を

2 月 16 日に喫茶ほっと

行いました。綺麗

で、食事会を行いまし

な桜が咲いていま

た。楽しい時間を過ごせ

した♪

ました。

編集

社会福祉法人

ほっと福祉会

〒813-0013 福岡市東区香椎駅前 2－1－17 麻生ビル４階
TEL：092-681-1202／FAX：092-410-1279
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