
事業所名：

定員
入所：４０名　短期入所：７名
生活介護：５０名　就労継続支援B型：３０名

サービス提供日
施設入所：通日
生活介護・就労継続支援B型：月～金曜　祝日土曜日休み、夏休み、年末年始休み有り
（法人のカレンダーに順ずる）

開所時間（生活介護・就労
継続支援B型） ９：００～１６：００

送迎 深谷市内２ルート

生活介護活動内容

・軽作業（ホチキスの箱詰め、チラシ折り、ブロックのバリ取り）、創作活動、ドライブ
や散歩、カラオケなど希望や好みに合わせてグループに分かれています。
・アニマルセラピーとして月に１回ボランティアの方が犬を連れてきてくれています。

就労継続支援B型
作業内容

・饅頭の製造、委託販売
・施設内就労
　リサイクル作業（資源回収）
　受注作業（キャップ、シール貼り、漬物の箱詰めなど）
・施設外就労
　商品の仕分け、梱包作業、コンテナ洗浄作業、環境整備作業

平均工賃 生活介護：５００円　就労継続支援B型：２０，０００円

行事等

・１泊旅行（過去にはディズニーランドや横浜、長野などに行っています）、日帰り旅
行（軽井沢や伊香保など）、日帰り家族旅行にも行っています。
・年２回選択外出にも行っています（遊園地やミカン狩り、美術館など）。
・地域の方を招いて交流会も開催しています。
・夏はスイカ割りや花火、秋は焼き芋やオータムフェスタ、冬はクリスマスパーティー
やご家族も参加できる年度末パーティーなどのイベントを行っています。
・入所の方向けの買い物外出や、休日はサークル活動や買い物をしています。

お庭はとても広いです H29年11月にマイクロバスが新車が来ました

写真 写真

写真 写真

廊下も広いです ピクチャーレールが各所にあり、作品がたくさん飾ってあります

写真 写真

食堂も広々としています 冬季は中庭にイルミネーションがあります

写真 写真

綺麗な居室です・収納もあります

トイレも広いです

写真

海をモチーフにしたスヌーズレンルームです。とても癒やされます。

写真 写真

写真 写真

ブロックのバリ取りです ホチキス針の箱詰めです

写真 写真

就労継続支援B型で作っている『たんさんまんじゅう』です。

写真 写真

別棟にも作業場があります 漬物の箱詰めです

写真

両面テープ貼りの作業です

袋折りの作業です キャップの組立て作業です

写真 写真

運営主体 社会福祉法人いこいの里 住 所 埼玉県深谷市宿根１２９７

コンテナ洗浄作業 環境整備作業

事業所の特徴やＰＲ等
平成２８年４月に改築し、居住スペースは全室個室となり、プライバシーが守られ利用される方がより安心して暮
らすことができる施設へとリニューアル致しました。
日中の活動の他に行事や外出、旅行など利用者が楽しめる企画を多く実施しています。
自治会活動も選挙にて役員を決め、月に１度の役員会（定例会）ではより良い施設利用に向け、利用されてい
る方の意見を日々の支援、行事、メニュー等に反映させております。
入所支援では、昼食を含めた買物外出があります。土曜日は近隣のお店への買い物、日曜日は各種サークル
活動（電車、カラオケ、カフェ、ドライブ等）休日の活動にも力を入れております。
～スヌーズレンタイムについて～
しくね育成園では、地域にお住まいの障害があるお子さんとその家族に心地よい空間を提供できるスヌーズレ
ンルームを無料で開放しています。ご興味のある方、見学してみたい方はご連絡下さい。
【スヌーズレンとは？】
もともとは、重い知的障害のある人々のために考えられた活動と理念です。重い障害のある人は、感覚に直接
訴える刺激を通して外界を知り、楽しむ、という見解から、柔らかく、優しく色々な感覚を刺激する機器をそろえ
た空間が作られました。

同一法人

「グループホーム山河」
①グループホーム山河
②グループホーム岡部
③グループホームぷらっと
④グループホームクウ
⑤グループホームピース
⑥グループホームみらい

「生活サポートセンター」
カミン

「障害者生活支援センター」
歩歩（休止中)

Ｔ Ｅ Ｌ ０４８－５７２－８８３０ Ｆ Ａ Ｘ ０４８－５７２－８８２９

E-mail shikune@ikoinosato.or.jp ホームページ 有り　【しくね育成園】で検索

しくね育成園
平成３０年 ３月 １日現在
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しくね育成園では、地域にお住まいの障害があるお子さんとその家族に心地よい空間を提供できるスヌーズレ
ンルームを無料で開放しています。ご興味のある方、見学してみたい方はご連絡下さい。
【スヌーズレンとは？】
もともとは、重い知的障害のある人々のために考えられた活動と理念です。重い障害のある人は、感覚に直接
訴える刺激を通して外界を知り、楽しむ、という見解から、柔らかく、優しく色々な感覚を刺激する機器をそろえ
た空間が作られました。

同一法人

「グループホーム山河」
①グループホーム山河
②グループホーム岡部
③グループホームぷらっと
④グループホームクウ
⑤グループホームピース
⑥グループホームみらい

「生活サポートセンター」
カミン

「障害者生活支援センター」
歩歩（休止中)

Ｔ Ｅ Ｌ ０４８－５７２－８８３０ Ｆ Ａ Ｘ ０４８－５７２－８８２９
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