基 本 理 念・行 動 指 針

社会福祉法人

交通のご案内

明星会

竹の子学園
基本理念
1. 利用されるすべての方が、安心して、信頼してい
ただける支援を行ないます
2. 地域の一員として、地域福祉の向上に貢献します
3. チームワークを重視した、健全で活力ある行動をし、
福祉のプロとして自己研鑽に努めます

職員行動指針

至 大雄山

お車でお越しの方

74 岩原駅

国道２５５号より
桑原交差点を足柄方面へ。
３．
５ｋｍ直進、突き当たり沼
田交差点を右折のち、左手の
レオスイミング看板を左折。
１．
５ｋｍほど坂道を上ったの
ち、三竹交差点を左折。
山道を１．
５ｋｍ進行後左手に
看板あり。

レオスイミング
にじの丘足柄

2. 私たち職員は、利用者一人一人をかけがえのない
存在としてみとめ、権利擁護に努めます
3. 私たち職員は、福祉の担い手として、地域福祉向
上に積極的に貢献します

竹の子学園
ローソン
飯田岡駅
足柄療護園
至 小田原

小田原より
飯泉入口交差点を大雄山方面
へ入り、小田原山北線へ。
３．
５ｋｍ直進し、レオスイミ
ング看板を左折。
後同上。

フラワーガーデン
総世寺

至 大雄山

徒歩でお越しの方

至 国道２５５号
717

小田原駅にて伊豆箱根鉄道大雄山線に
乗り換え、相模沼田駅下車。ほっともっ
と前信号を渡り２００ｍ程直進。足柄
香粧工場を左へ曲がり、沼田ストアー
を過ぎた後、次の交差点を右へ。上り
坂途中の、左の砂利道へ入り、２００ｍ
程進行し、竹やぶを過ぎ右手。

ほっともっと

西念寺

相模沼田駅

小杉クリニック 沼田
足柄香粧
さがみ信用金庫
至 小田原

生活介護事業／自立訓練（生活訓練）事業

竹の子ケアセンター

竹の子学園

就労継続支援事業（Ｂ型） 就労移行支援事業

矢印あり

経営管理指針
1. 明星会は、法人にかかわるすべての方が、安心して、
信頼していただける経営を行ないます
2. 明星会は、県西地域の福祉の担い手として、地域
福祉の向上に積極的に貢献します
3. 明星会は、福祉のプロとなるため、役員を含むす

障害者支援施設（施設入所支援 ・ 生活介護）
短期入所事業／日中一時支援事業

竹の子学園

沼田ストアー

4. 私たち職員は、本物の支援者となるため、努力を
惜しまず、常にスキルアップします

Social welfare corporation MYOUJOUKAI

沼田 相模沼田駅

1. 私たち職員は、受容の精神を持ち、利用者の気持
ちに寄り添います

至 国道２５５号

717

パン工房ハッピー
パン工房ハッピー・竹の子ケアセンター
放課後等デイサービスぽっぷ
お車でお越しの方
東名高速 大井松田ＩＣを南足柄
方面へ。
竹松交差点を左折。
直進し、中丸交差点の前。
ケアセンター・ぽっぷはハッピー
の斜め向かい。

徒歩でお越しの方

至 新宿

竹の子ケアセンター
放課後等デイサービスぽっぷ
至 大雄山
体育センター

伊豆箱根鉄道大雄山線塚原駅下車。
大雄山方面へと直進し、山崎交差
点を右折。
直進し、中丸交差点の前。
ケアセンター・ぽっぷはハッピー
の斜め向かい。

715

栢山駅
山崎

沼田荘／第２沼田荘／プリンスマンション／第２プリンスマンション
ボヌール／メルシー・ボク／クルールⅠ／クルールⅡ／クルールⅢ
指定特定相談支援事業／指定障害児相談支援事業／指定一般相談支援事業

竹松

74

べての職員が、研修の機会を持ちます

至 大井松田ＩＣ

78

共同生活援助事業

竹の子ホーム

中丸
城北中学校

スリーエフ
塚原駅

パン工房ハッピー
至 小田原
至 小田原

相談支援センターエール
放課後等デイサービス事業

放課後等デイサービス ぽっぷ
公益事業 （学習支援 ・ 居場所作り事業）

ハッピー ・ ONE ・ STEP
〒250-0052 神奈川県小田原市府川752-5
TEL 0465-32-7740 FAX 0465-32-7741
E-mail info@takenokogakuen.jp
ＨＰ http://myoujoukai.org
竹の子学園

ＨＰＱＲコード

検索

竹の子ケアセンター

竹の子学園
平成 6年 4月 1日開設

障害者支援施設（施設入所支援・生活介護）
短期入所・日中一時支援
入所定員

男性 32名 女性 24名 計 56名

短期入所

2名 女性 2名 計 4名
8,037.86 ㎡
鉄筋コンクリート２階建地下１階
延床面積 2,402.0 ㎡

敷地面積
規模・構造

作業 :

平成 6年 6月 1日開設（竹の子学園に併設）
平成19年 4月 1日新事業移行
平成28 年 8月 1日竹の子ビルへ移転
リサイクル班

男性

〒250-0117 南足柄市塚原701-1
TEL/0465-74-2022 FAX/0465-74-2021
利用定員
利用時間
（送迎含まず）

生活介護 24名
自立訓練 6名

竹の子ホーム
代表連絡先

TEL/0465-43-8416 FAX/0465-43-8417
home@takenokogakuen.jp
共同生活援助

沼田荘（共同型）
平成10年4月1日開設

南足柄市沼田

8:30 ～ 15:30

第２沼田荘（共同型）
平成14年10月1日開設

⽣活の様⼦

個別支援計画を基に、利用者一人一

生活介護
送迎サービス、給食サービス
を提供し、作業ではボールペ
ンの組み立てやサンプル品の
袋詰め等を行っています。

人が安全で安心した生活が送れるよ
うに支援しています。平日は、日中
活動として作業を行ない、休日など
にはレクリエーションを企画してい
イベント給食
イアンディナー
＜テーマ＞ハワ

ます。

パン工房ハッピー
平成11年 4月 1日学園作業班として開設
平成18年10月 1日就労継続支援Ｂ型へ移行
平成26年 4月 1日就労移行支援を加えた多機能型へ移行

〒250-0117 南足柄市塚原721-1
TEL/0465-72-3033 FAX/0465-20-3036
利用定員
営業時間

就 労 継 続 支 援 Ｂ 型 14名
就 労 移 行 支 援 6名
7:30 ～ 14:00
（場合により変更あり）

就労継続支援Ｂ型
パン製造・販売作業を通して「マナー
やルールを理解する」
「責任感を持つ」
「協調性を持つ」を基本にひとりひと
りに合わせた支援をしています。
就労移行支援
有期限 (２年を基本とする ) により、就労移行プログラム ( 勉
強会・企業実習・ＳＳＴなど )を行ない、自身にあった適正な
職種に就けるよう就労支援を行なっています。就職後を見据
えて早い段階から関係機関と連携をしていきます。

小田原市北ノ窪

プリンスマンション

メルシー・ボク

（共同型）

平成24年4月1日開設

小田原市穴部

クルールⅠ（共同型）
平成25年4月1日開設

小田原市蓮正寺

（独立型）

平成18年10月1日開設

南足柄市塚原

第２プリンスマンション
（独立型）

自立訓練
地域で自立した日常生活及び社会生活ができるようプログラム
を取り入れ、コミュニケーション能力や家事等の日常生活能力
の向上を図るために必要な訓練などを実施しています。

平成18年5月1日開設

南足柄市塚原

ボヌール
（1F共同型／ 2F独立型）
平成22年12月1日開設

南足柄市狩野

放課後等デイサービス ぽ っ ぷ

クルールⅡ（共同型）
平成25年4月1日開設

小田原市蓮正寺

クルールⅢ（独立型）
平成27年4月1日開設

小田原市蓮正寺

平成28 年 8月 1日開設

〒250-0117 南足柄市塚原701-1
TEL/0465-74-2020
FAX/0465-74-2021
放課後等デイサービス
利用定員
利用時間
（送迎含む）

10名
放課後 11:00 ～ 18:00
休日（夏・冬・春休み）9:00 ～ 15:30

相談支援センター エ ー ル
平成18 年 4月 1日開設

り添ってプログラムを提供し

〒250-0865 小田原市蓮正寺869-3 小田急線蛍田駅徒歩5分
TEL/0465-46-8368 FAX/0465-46-8369
指定特定・指害障害児相談支援／指定一般（地域移行・地域定着）／
県西障害保健福祉圏域地域生活ナビゲーションセンター

ます。また、中学生以上の方々

受付時間

には将来を見据え作業体験プ

地域で暮らす障害を持たれた方の相談支援を行なっています。
また、サービス等利用計画の作成、福祉サービスの利用方法、
成年後見制度のことをわかりやすく説明いたします。

運 動・創 作・学 習 の 時 間 を ご
家庭と学校と連携し、利用さ
れるお子様の思いや意欲に寄

ログラムを行います。ぽっぷ
はお子様の育ちを脇役でサポートする事業を目指します。

8:30 ～ 17:00

yell@takenokogakuen.jp

