
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

14:03 佐藤事務局長より 

14:20 研修動画視聴「法人理念」 

14:35 新社会人マナー研修 

15:40 グループワーク 冊子 1～3 章を読んだ感想をもとに、 

R3 新任職員含めたグループワーク 

16:30 障害理解 R3 新任職員との座談会 
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令和 4年度新卒採用内定者を対象に、第 1回内定者研修を実

施しました。遠方の方も含めて参加者は 4名です。 

  研修の主な目的は、第 1 に、職員と内定者、内定者同士のつな

がりを作ること、第 2 に就業前の不安感を減らし安心して入職で

きるようにすること、第 3 に、障害者福祉に関する理解を深め、職

業倫理を養うための導入研修とすること、を掲げています。 

【第 1 回研修後、A さんの感想より】   （一部、抜粋）                      

「利用者の方々からたくさん笑顔で挨拶していただいて、胸が温かくなりました。 

施設長からは、思わず笑顔がこぼれてしまうような自己紹介や辛いときの    

リフレッシュ方法などを聞くことができて、貴重な時間を過ごすことができました。」 

          

令和 4年度 新卒採用内定者向けの研修を実施しました 

 

第１回  

 

14:05 池上福祉園 見学 

14:40 さわやかワークセンター 見学      

15:00 大田幸陽会館へ移動 

15:30 鷲頭理事長 挨拶 

15:35 佐藤事務局長 挨拶 

15:40 自己紹介（内定者＆施設長） 

16:00 グループワーク 「施設長に聞いてみよう」 

第 2回内定者研修の参加者は 4名、その内の 1名はリモート

参加となりました。佐藤事務局長からは、「困難事例ほど職員が

成長しますので、苦労を厭わず励んでください」という話があり

ました。次のマナー研修では、つばさホーム前の浦の松井主任

が講師となり、接遇に関する講義や名刺交換・電話応対のロー

ルプレイを行いました。 

グループワークで

は、電車内やニュース

で見かけた“人権に関

する気付き”や『はじ

めて働くあなたへ』の

第 1～第 3章に 

池上福祉園の見学の際、A さんは既に同園で非常勤職員とし

て働いているため、利用者から多くの声をかけられたことが嬉し

かったそうです。さわやかワークセンターでは、ご利用者様の手

先の器用さやスピードに内定者の皆さんは大変驚いていました。

その後、職員からスライドを用いて施設についての詳しい説明が

ありました。 

大田幸陽会館へ移動後、鷲頭理事長と佐藤事務局長から内定

者を励ます温かい挨拶がありました。「この仕事は、正解があるわ

けではない」という事務局長の話が特に印象に残ったようです。 

その後のグループワークでは互いに打ち解けてきた様子がみら

れ れ、活発なやりとりが行わ

れていました。第２回研修

に向け、『はじめて働くあな

たへ』の第 1～3 章の感想

をまとめる課題を提示しま

した。 

関するグループトークを展開しました。 

次に、疑似体験を通して知的・発達障害の特性について理解を

深めるワークを行いました。その後の座談会では、つばさホーム

前の浦１年目の佐々木支援員が、自身の体験談や自己研鑽に関

する話などを聞かせてくれました。内定者の皆さんにとって、この

ような研修が障害者支援への理解を深めていくきっかけになるこ

とを期待しています。               （内定者研修担当） 

令和 3年 12月 13日（月） 

 

 

 

第 2回  

 

令和 4年 2月 3日（木）  
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まごめ園お勧め第１位の商品は、プリントクッキーです！ 

オリジナルイラストをクッキーにプリントすることが出来ます。 

まごめ園では、ハロウィンやクリスマス、バレンタイン等の時

期に合わせて、利用者さんが描いたイラストをクッキーにして

販売しています。イラストは生活介護・就労継続支援 B 型両事

業で利用者さんに取り組んでいただいています。今後もイベ

ント時期に合わせて販売していきます。たくさんの利用者さ

んが携わったお菓子ですので、一度手に取っていただけたら

嬉しいです☺ 

第 1 位の「しゅうあん」は、しいのき園製菓部門で歴史のあるロングヒット商品です。 

粒あんと生クリームとしいのき園がある西糀谷にちなんだ塩麹が入った、和風シュークリ

ームです。おかげ様でリピーターが多く、作ればすぐ売り切れになります。主力商品として

焼きドーナツはプレーン・ココア・抹茶の他、      用        用バレンタイン用と季節限定商品があり

ます。また、まるこうじは、コーヒー・チョコチップ・小豆抹茶・ジャムなどの味のバリエーショ

ンがあり、季節感を楽しめる商品となります。冬季限定商品となるフォンダンショコラは、生

チョコレート入り、レンチン 10 秒で生チョコレートがトロリとなり、口どけ感がアップし、よりお

いしくなるのでオススメですよ☺ 

【しもだや】人気 NO.１は、あげパンです！大田区は「あげパンの発祥

の地」と言われています。大田区教育委員会からカフェコスモに「福祉

施設で製造したあげパン」を販売できないかと依頼があり、昨年は当

センターで製造したあげパンをカフェコスモで販売させて頂き、大変好

評でした。今年 1 月の「しもだや」での限定販売でも、地域の皆様から

大変好評を頂きました。しもだやのパンは、生地にこだわり、パン本来

のおいしさを追求しています。どのパンも、「しもだや発祥」の美味しさ

をお客様にお届けしたいと願い、心を込めて作っています。なかでも、

しもだやの原点ともいえる食パン生地を使用した「あげパン」は「懐か

しい子供のころを思い出す」と心温まるお声を頂いており、大切にして

いきたい製品です☺ 

 

   
 

 

 

プレミアムケーキ カップケーキ 

ラムレーズン味！ 

 

第 4位 

中馬込 2-3-19  まごめ園 

TEL 03-3773-0777 

① 園庭販売（毎週第 2・4金曜日） 

（13：15～14：30） 

② 特別ふれんど 

（大田区役所内） 

（毎週第 2・4 火曜日） 

（11：00～14：00） 

③ カフェコスモ店頭 

④ おおむすび縁市場等 

⑤ その他お電話でのご注文等 

 

    

 

特別企画の 

おせんべい 
（ざらめ 梅など） 

手焼き醤油せんべい 手焼きごませんべい 

「新井宿福祉園 おせんべいの軌跡」 

～「新井宿福祉園といえば！」を求めて～ 

「生活介護施設でおせんべいつくり？」「むずかしいかな？」からはじま

り今では「おもしろいね」「やってみよう」「街が応援してるよ」に変わって

いきました。利用者、保護者、地域、職員が一体となって、これからも「やさ

しいまち」のシンボルへ！大切なことは楽しい輪がひろがっていくこと、

新井宿福祉園のおせんべいは、その繋がりを作り続けます。将来は、おせ

んべい作りや販売を通して、地域の子供達に体験交流共生ワークショップ

ができる場所を作りたいと考えています。常に地域とあり続けたいです☺ 

 中央 2-13-2 

TEL03-3774-1371 

① 新井宿福祉園内 

② すまいるブレイク 

（さぽーとぴあ 1 階） 

③ 新井宿出張所 

④ 特別ふれんど 

（大田区役所内） 

⑤ その他商業施設等のイベ

ント時出店 

どれも一袋 100 円！ 

 
 

 
  

 

 
 

 

 

第 2位 
 

第 3位 
 

第 4位 
 

第 5位 

 

 

クグロフパン 

 
    食パン 

    バターロール 

 

    フルーツクリームパン 

 

 

P2 P3 

 

山本がお勧めします！ 

一つ一つ心を込めて 

製造しています。 

 

 

 

プリントクッキー 

 第 5位 

スノーボール 

第１位 
第 2位 

第 3位 

 

販売はこちら↓ 

 

 
製菓担当の岩本と椎名です。どれも

心を込めて、一つ一つ利用者さんと

一緒に作っています。どうぞ様々な

シーンでお使いください。 

 
西糀谷 2-9-12 しいのき園内 TEL 5705-0033 

FAX 5705-0030 毎週木曜日 13～14 時頃 

 

販売はこちら→ 

しゅうあん 

 

第１位 

 

 

焼きドーナツ 
フォンダンショコラ 

まるこうじ ゼリー 

鈴木が紹介します！ 

第１位は、手わりせんべい

です。せんべいは秘伝の

タレをたっぷり浸み込ま

せた「あえて」『手わり』

の“あえてわりせんべい”

や期間限定品も多数取り

揃えております。ぜひ、

ご賞味あれ。食べて美味

しく、噛むことは健康に

もつながるので、まさに

一石二鳥ですね！              

 

  
第 1位 

甘辛手わりせんべい 

 
第 2位 

 
第 3位 

手わりせんべい 

第 4位 

第 5位 

第 2位 
 

第 3位 
 

第 4位 
 

第 5位 

第１位 

 

西六郷 1-4-27 

 「しもだや」 

毎週水曜日 

11 時～14 時 

（但し、定期販売は 

    印の商品のみ） 

 

 

いちおし隊の中根・宮田・大谷です。 
パンであなたを幸せに！ 

 

販売はこちら↓ 

 

 

あげパン 

 

 

販売はこちら→ 

 

 

 

 



 

 

 

～感謝を込めて・・・今年度もご寄付をいただきました～ 

※最後までお読みいただきありがとうございました。  Let’s always smile！ 

 

 

 

昨年度のご寄付は、コロナ禍
の福祉職員研修を見直し、テキ
スト「はじめて働くあなたへ（日
本知的障害者福祉協会発行）」の
全職員配付とオンライン研修シ
ステム「サポーターズ・カレッ
ジ」の導入を行うなど、福祉人
材の育成・採用等に活用させて
いただきました。 
 この度のご寄付は、法人創立
30周年（2023 年）も近づく中、
ホームページをリニューアル
し、福祉人材の確保と情報発信
を向上するため活用いたしま
す。地域活動が困難な中でのあ
りがたいご寄付に対し、重ねて
厚く御礼申し上げます。 
 

社会福祉法人 大田幸陽会 
理事長 鷲頭 美智 

令和 3年 12月 13 日 

一般社団法人大森倶楽部 

（石塚近士理事長）様 

令和 4年 2 月 25 日 

大田幸陽会後援会 

（松原茂登樹会長）様 

 

写真左から：勢古常務・佐藤専務・鷲頭理事長 

松原会長・平林副会長・木村事務局長 鷲頭理事長 
石塚理事長 

社会福祉法人  

 

大 田 幸 陽 会 

 

 

 

P4 

全面更新の理由 

近年、法人では意欲的な福祉人材を確保することが喫緊の課題となっています。また、現在のホームページは 

リリース後約 9 年が経過し、スマートフォン等から閲覧しづらい仕様になっています。これらの課題を解決するた

め、法人のホームページを全面更新することにいたしました。 

 
どう変わるの？      

まず採用関係では、求人関係のコンテンツを充実させます。具体的には、職員

インタビューを増やします。また、中途・新卒・インターンシップのエントリー

フォームを作り、ホームページから直接エントリーできるようにします。若手を

はじめ、さまざまな層の方々の採用につなげていければと考えております。 

そして、技術的には、スマートフォンやタブレット等からも閲覧しやすくする

ように、改善を図ります。 

次の取り組みとして、SNS（YouTube、Twitter 等）と連携し、法人の魅力や強

み、施設毎の取り組みを随時発信できるようにしていきます。 

完成予定＆担当者      
令和 4 年 3 月下旬完成を目標に進めています。担当者は、のぞみ園：谷口施設長・

菅野係長、志茂田福祉センター：山本主任、本部事務局：兒玉（採用関係）です。 

（右より） 

■取材・撮影と今後もご協力

お願いします。（谷口） 

■新しいホームページが  

「新たな出会い」と「明るい   

未来」へつながるよう取り

組みます。(山本) 

■「こうなれば良いな」の夢

を集めたいですね。（菅野） 

     

 


