五月の朝の新緑と薫風は私の生活を貴族にする ‒ 萩原朔太郎
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eスポーツで高齢者と交流...そんな企画が実現する運びとなりました。
(株)エムダブルエス日高が運営する井野デイトレセンターのデイサービスでは、利用者
のリハビリや機能訓練の一環としてeスポーツを取り入れています。今回、サン・ワークと
Sunの高学年の子どもたちを中心に、エムダブルエス日高のご利用者様とeスポーツ交
流のお話をいただき、先日、双方の職員によるキックオフミーティングが行われました。
双方とも目的は、世代間交流やコミュニケーション、ゲームとの適切で正しい関わり方
など、eスポーツの上達よりも機能訓練や療育的な部分であることを共有いたしました。
今後、第1回目の交流を6月に予定し、準備を進めていきます。

事業所だより
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🍓

いちご狩り

サンジュニア(未就学児・小学低学年対象)

🍴

オリジナルおやつ作り
Sun - サン - (小学中〜高学年対象)

Sunでは、
「調理実習の日」という活
動があります。先日は、おやつ作りとし

✨

てオリジナルクレープを作りました

まずは「クレープといったら？」をテー
マに、子どもたちと会議をしました。
「バナナ！」「チョコレート！」「マシュ

😂

マロとか？」
「ウインナー食べたい 」
サンジュニアでは、今の季節にぴったりなおでかけ。こども達の楽し
みにしていた「いちご狩り」に行ってきました！中に入ると真っ赤ない
ちごがいっぱい！
「みてみて！とれた！！」「おいしい！」こども達の元気な声が聞こえ

✨ 夢中でいちごを頬張る子や、自分よ

てきます

ープまで、いろんな意見が出ました♫
お買い物をして、さあ作ろう！生地を
上手に広げ、フルーツをカットし、盛り
付けてくるくる…子どもたちのオリジ
ナルクレープが完成しました

り年下の子の為に、
「おいしそうなのみつけて

😊

美味しいクレープ完成！

調理実習では、子どもたちと会議をすることで想像を広げ、予算の

あげる！」といちごを採ってくれる子も。みんな

中でお買い物をし、イメージしたものを形にする…様々な目的があ

の色々な場面を見ることができました！

ります。Sunでは、日々楽しみながら成長できる活動をしていきた

いつもとは違う環境、場所での活動は、職員も

いと考えています。学年やお子さんの得意なことを視点のひとつに

知らないこども達の新たな一面を見つけること
ができました

甘いデザートクレープやお食事系クレ

取り入れ、活動に活かしていきます。

😊

５月も調理実習を予定しています。次は何を作るか楽しみですね
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eスポーツ特別講座

サン・ワーク井野(中学生・高校生対象)

😋

SDGs講座『昆虫食』

サン・ワーク緑町(中学生・高校生対象)

今回は大 人気イベント「eスポ
ーツ大 会」での特 別講 座につ
いてご紹介します。
先月末に行われた、eスポーツ

パ
産ヨーロッ
「ベトナム
ザ 味」
ピ
の
ギ
ロ
イエコオ

「マリオカート」と「鉄 拳」の
特 別 講 座では 、スタッフが 講
師となり、チャンピオンの意見
を取り入れ、それぞれのゲームのコツやポイントを解説しました。
マリオカートではスタートダッシュ、ドリフトの仕方、アイテムの使
い方などを、鉄拳ではキャラ解説や技の出し方を細かく説明し、
多くの生徒が技を出せるようになりました！ボタン操作が 難しい
ため、生徒たちは「難しい…」と苦戦しながらも、
「出来た！」「お
しい！もう少し！！」と前向きに頑張る様子が見られました

✨

この講座は「皆で切磋琢磨していこう！」という目的があります。
あまりゲームに触れたことの無い生徒や、興味はあるけど難しそ
う、と思っている生徒もいる中、この活動を通じてeスポーツに興
味・関心を持ち、挑戦していけるような場を整えていきたいです。
eスポーツだけではなく、様々なことに挑戦していけるよう一緒に
取り組んでいきましょう！

今回はサン・ワーク緑町で実施しているSDGｓプログラムについて
紹介いたします。サン・ワーク緑町では『昆虫食を味わってみよう』
ということで、藤島代表が昆虫食とタガメサイダーを準備しました！
コオロギやセミ、蜂の子などのさまざまな昆虫がテーブルにずらりと
並びます。種類も産地も味付けも様々です。抵抗を示す生徒と、
「早
く食べたい！」と肯定的な生徒は半分半分。まずはタガメサイダーで
乾杯です。
「アップルサイダーみたい」と、とても好感触でした。
いざ昆虫を食べた感想は、
「おいしい！」「見なければ食べられる！」
「せみは苦くて微妙・・・」など様々でした。チョコと合わせたり、ポ
テトチップスにのせて味わったりと工夫してみました。お代わりする
生徒も続出！昆虫食の見方が変わる体験となりました。
視野を広くし、行動を変えていくことは大切。サン・ワークでは世界に
目を向け、問題をグループで解決するプログラムを行なって参ります。

お知らせ・情報

1

送迎講習を行いました

基本の「かもしれない運転」

福祉グループ全社員必修講座

常に危険へ
備えよう！

４月の福祉職員全体講習では、「安全送迎講習」を行いました。移動や通勤も仕事のうちであ
るため、送迎を担当する職員だけでなく、グループに携わる全職員を対象としました。

・飛び出してくるかもしれない

1. 安全運転・非常時対応等について
送 迎 業務で主に留意すべき「安全な運転」「送 迎時の子どもへの対応」「非常時の対応」等を
扱い、法令の参照も行いながら、最善の送迎対応を再学習いたしました。
運転の基 本的心 構えや細かな運転意識 、遵守すべき法令の再確認は、大切な子どもたちの命

・右折車が先に行くかもしれない
・人が渡ってくるかもしれない
・前車両が急に止まるかもしれない

を預かる立場として一層意識し、安全な送迎運転を実践して参ります。
2.「車内置き去り」防止等について
今年もだんだんと気温が上がり、「車内置き去り」原因の重大事故・事件が発生しやすい時期
となります。真夏日（気温35度想定）の車内は、エアコンを切った後わずか15分で人体危険レ
ベルと到達するとされています（JAF実施の検証テストより）。
当グループでは、乗降時の徹 底確認を習慣化しております。乗った人数と降りた人数の確認、
降車後の徹 底確認(ジュニア・Sunはシート下やトランクまで)、情報共有(当日休みの共有)を徹
底して行い、子どもたち、保護者の方々に安心してお任せいただけるよう努めております。
今後も安全な運転を徹 底し、また送迎に伴う子どもたちの危険回避を、より一層意識し送迎を
行います。今後ともよろしくお願いいたします。
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すてむぼっくすをリニューアル

JAF 交通安全トレーニング
JAF公式サイトにて、安全運転に関
するトレーニング動画が豊富に公開
されています。
日常的に交通ルールを確認できる優
れたツールですので、ご紹介いたしま
した。当グループでも積
極的に活用して参ります。

セラピストMTG開催
社内全セラピスト対象会議

Sun（サン）

Ｓｕｎの子どもたちは今年度から高学 年の子どもが中心となりま

当社は現在、理学療法士1名、作業療法士3名、言語聴覚士1名の

した。それに合わせて今までよりも高度なプログラミングのレッス

セラピストが在籍しています。先日、セラピストチームのミーティン

ンをスタートしました。

グが行われました。各 事業 所にそれぞれ配 属しているセラピスト

使用教材はこれまでも活用していたすてむぼっくす(STEM-BOX)

ですが、今後はグループ全体の中のニーズに対し、そのニーズに適

のプログラミングバージョンです。パソコン上のキャラクターを指

応した専門のセラピストがかかわり、必要なサービスを的確に提

示通りに動かしたり、スケッチをしたり、内容はさまざまです。すて

供できるよう情報共有などを継続して実施していきます。また、そ

むぼっくすの流れは変わらず、基 礎的なパソコン操作から始まる

れぞれのセラピストが外部からの専門的な情報収 集等も行い、そ

ので、あまりパソコンに詳しくなくても安心です。PCを使 用してプ

れらの情報を共有し、日々の療育に実 践的に落とし込めるように

ログラミングにチャレンジしています。

していくなど、
「（セラピスト）チームと

色 んな

プロ
グラ
ム

してグループ全体のニーズに取
が

り組む」というスタンスも共有
あ
っ
て
お

しました。

！
い
ろ
し
も

チームとして
支援を行います！

事業所案内

サンジュニア

未就学児・小学校低学年対象

児童発達支援・放課後等デイサービス多機能型
TEL

027-384-3715 MAIL sunjr@genuine-llc.com

ADRESS 〒370-0071 群馬県高崎市小八木町828-1 トミザワビル1F
HP

https://sunjr.genuine-llc.com/

Twitter

@sunjr2021

Facebook @sunjr2021

instagram @sunjr̲takasaki

Sun - サン -

小学校中学年・高学年対象

放課後等デイサービス
TEL

027-393-6375 MAIL sun@genuine-llc.com

ADRESS 〒370-0004 群馬県高崎市井野町690
HP

https://sun.genuine-llc.com/

Twitter

@SUN170301

Facebook @sunshinbotanaka

instagram @sun̲takasaki

サン・ワーク井野

中学生・高校生他対象

就労準備型放課後等デイサービス
TEL

027-388-9528 MAIL sunwork@genuine-llc.com

ADRESS 〒370-0004 群馬県高崎市井野町81-3 ベルハウス井野Ⅱ1F
HP

https://sunwork.genuine-llc.com/

Twitter

@sunwork2019

Facebook @sunwork2019

instagram @sunwork̲takasaki

サン・ワーク緑町

中学生・高校生他対象

就労準備型放課後等デイサービス
TEL

027-386-4601 MAIL sunwork-midori@genuine-llc.com

ADRESS 〒370-0004 群馬県高崎市緑町1丁目11-7 2F
HP

https://sunwork-midori.genuine-llc.com/

Twitter

@sunwork2019

Facebook @sunwork2019

instagram @sunwork̲takasaki

運営/発行
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