まあぶるはうすの特長
あなたの好きな、やってみたいレクリエー
ションをお手伝い

まあぶるはうすでは、個別レク（その人のやって
みたいレクリエーションを実現）を大切にしてい
ます。
アンケートを行ない、その人の希望を伺います。今
までの実績では、映画／お風呂（スーパー銭湯）／
買い物／サイクリング／ハイキング／お菓子（を
作る）／プールなどあります。これらから選んで
頂くか、新たな内容も可能ですからご相談ください。

通院をお手伝い

まあぶるはうすでは、通院支援を行なっています。
歯科、整骨院、内科、皮膚科、眼科など。

入浴をお手伝い

まあぶるはうすでは、入浴支援を行なっています。
こちらのサービスは無料ですが、水道光熱費など
の実費負担、200 円／ 1 回となります。

レスパイトサービスでのお預かり

ま あぶるはうすでは、開所時間外の対応としてレ

スパイトサービスを提供しています。こちらのサー
ビスは、300 円／ 15 分の有料となります。

送迎ネットワーク

いちばん星では、各事業所が単独で送迎するので
はなく、ネットワーク網を利用します。総武線を
境に北側と南側に分け、中継地点で乗り換えしま
す。お住まいの地域とは異なる事業所に通所する
ことが出来ます。

お弁当の購入ができます

まあぶるはうすでは、お弁当屋さんの日替わり弁
当をとることが出来ます。定期・不定期いずれで
も可能です。月末締めの翌月初旬に集金します。

いちばん星の紹介
1. いぶき
定員 20 名
Tel. 047-339-3172
2. ぴっころ
定員 10 名
Tel. 047-320-3339
3. ぽらりす
定員 40 名
Tel. 047-371-4172
4. チャレンジ国分 定員 40 名
Tel. 047-374-1800
5. きらら
定員 12 名
Tel. 047-339-7000
6. まあぶるはうす 定員 10 名
Tel.047-302-5223		
7. もこ		
定員 10 名
Tel.047-333-7181		
8. くるみ
定員 8 名		
Tel.047-375-2922		
9. ぽれぽれ
定員 10 名
Tel.047-300-2666		
10. おおぞら
定員 10 名
Tel.047-327-5559		
11. ウエーブ
定員 10 名
Tel.047-711-3191		
12. そらな
定員 10 名
Tel.047-711-1079		
13. 楽居（らっきょ）定員 5 名		
Tel.047-371-4366		
14. 華楽居（はならっきょ）定員 4 名
Tel.047-337-8313		
15. 暖家（だんけ） 定員 4 名		
Tel.047-375-5711		
16. おりひめ
定員 5 名		
Tel.047-710-8337		
17. ひこぼし
定員 5 名		
Tel.047-710-6988		
18. いちばん星相談支援事業所
Tel.047-371-4172		
19. ミルキーウェイ		
Tel.047-371-4172		

就労継続 B 型
市川市南大野 3-8-18
就労継続 B 型
市川市鬼高 1-1-4 1F
多機能型
市川市国分 3-22-2
就労継続 B 型
市川市国分 3-22-27
生活介護
市川市大野町 2-982
生活介護
市川市若宮 3-43-8
生活介護
市川市中山 3-9-4
生活介護
市川市下貝塚 1-16-3 C 棟
生活介護
市川市福栄 1-10-20
生活介護
市川市原木 1-19-21 2F
生活介護
市川市富浜 2-10-18
生活介護
市川市原木 1-19-22
グループホーム
市川市下貝塚
グループホーム
市川市大野町
グループホーム
市川市下貝塚
グループホーム
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グループホーム
市川市東国分
市川市国分 3-22-27（ぽらりす内）
移動支援
市川市東国分 1-11-3

見学やご利用のお問い合わせ、
ボランティアを希望される方は…

各事業所への見学やご利用を希望される方など、ど
のようなご質問でも気軽にお問い合わせください。
また、ボランティアとして一緒に活動を希望される
方からのご連絡もお待ちしています。

Tel. 047-371-4172 Fax. 047-371-4171
E-Mail: polaris2012@sage.ocn.ne.jp
企画・制作：まあぶるはうす

2017.09 1,000

社会福祉法人

いちばん星

生活介護事業

まあぶるはうす
いちばん星の基本理念
障がいのある人、一人ひとりが
その人らしく地域社会で生きがいをもって
暮らしていけるよう
支援していきます。

中山競馬場近く
JR 船橋法典駅より徒歩 15 分
京成中山駅より徒歩 20 分、JR 下総中山駅より徒歩 25 分

まあぶるはうす
〒 272-0812 千葉県市川市若宮 3-43-8
Tel/Fax：047-302-5223

E-Mail：marble-house@guitar.ocn.ne.jp

まあぶるはうす
の

あゆみ
平成 15 年
		

市川手をつなぐ親の会による
地域作業所「まあぶるはうす」開所

平成 16 年

社会福祉法人「いちばん星」設立
以降、市川手をつなぐ親の会と連携
し、いちばん星が中心となり、障が
いのある方に、より役立つ多様なサー
ビスの場の実現を推進

平成 18 年

障害者自立支援法施行

平成 19 年
		

「まあぶるはうす」
生活介護事業所に移行

開所日：

受注作業：パッカー納品

自主製品：さしこ

活 動 紹 介

全体レク：お花見 全員集合

仕事
がんばるぞー

月曜日から金曜日
午前 9 時から午後 4 時
土日祝祭日はお休み

作業支援活動：
受注作業

チラシ入れとポスティング、

		

パッカー組み立て、めだま、ひも、

		

公園清掃（市川市）、

		

お風呂の清掃（やまぶき園）

受注作業：チラシ入れ

自主製品作業
		

さしこ、しおり、リラックス人形、

		

ちぎり和紙トレイ

その他

地域のゴミ拾い

その他の活動		
		

各種行事（初詣、花見、運動会、

		

いちばん星祭り、一泊旅行など）

自主製品の販売

まあぶる
はうす
って？

受注作業：パッカー

受注作業：
ポスティング

自主製品：さしこ

自主製品：リラックス人形

受注作業：ひも

受注作業：公園清掃

まあぶるはうすの名前の由来は、マーブルチョコからきています！
マーブルチョコっていろんな色がありますが、まあぶるはうすのメンバーもそ
れと同じで、色々なタイプの人達が通っております！
色んな色を持ったメンバー達が、毎日賑やかで元気に過ごしている、そんな場
所です！
ぜひ一度、見学にいらしてください！お待ちしています。

