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社会福祉法人 希望の家
理事長 黒川 亨 (くろかわ とおる)
〒322-0007 栃木県鹿沼市武子 1566
0289-64-3011
0289-63-1854
http://www.kibo.or.jp/
昭和 48 年 6 月 1 日
令和 4 年 4 月 1 日現在 189 人

“House of Peace”
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社会福祉法人 希望の家 設立
井深 大 初代理事長 就任
知的障害者授産施設 鹿沼希望の家
開設(定員 50 名)
通所部 開設(定員 50 名)
知的障害者更生施設 希望の家さつき寮
開設(定員 40 名)
自活訓練棟 開設
井深 大 理事長 文化勲章受章
知的障害者通所授産施設 日向希望の家
開設(定員 50 名)
天皇皇后両陛下御行幸
知的障害者通所授産施設 武子希望の家
開設(定員 50 名)
井深 亮 2 代目理事長 就任
身体障害者デイサービスセンター SEED
開設(定員 15 名)
グループホーム ステップ 開設(定員 4 名)
障害者相談支援事業 PLOW 開設
鹿沼市障害児通園事業 Young Leaves
開設(定員 20 名)
ISO 9001：2000 年版認証取得
自立支援センターめぐみ完成
県西圏域障害者就業･生活支援センター
フィールド 開設
鹿沼希望の家 改築
鹿沼希望の家は、
障害者支援施設 鹿沼ハウスに移行
希望の家さつき寮は、
障害者支援施設 さつきハウスに移行
武子希望の家は、
多機能型事業所 武子希望の家 に移行
日向希望の家は、
多機能型事業所 日向希望の家 に移行
計画相談支援センター きぼう 開設
井深 大 記念館 開設
黒川 亨 3 代目理事長 就任
さつきハウス A 棟完成
さつきハウス B 棟、C 棟完成
グループホーム ベリー開所(定員 4 名）
グループホーム シャープ、フラット開所
(各 定員 5 名）
PLOW、Young Leaves の運営休止
鹿沼市やまびこ荘の指定管理者受託開始

＜電車でお越しの場合＞
【武子地区】
■JR 日光線：鹿沼駅より、タクシーで約 10 分
■東武日光線：新鹿沼駅より、タクシーで約 20 分
【日向地区】
■JR 日光線：鹿沼駅より、タクシーで約 20 分
■東武日光線：新鹿沼駅より、タクシーで約 10 分
【やまびこ荘】
■JR 日光線：鹿沼駅より、タクシーで約 10 分
■東武日光線：新鹿沼駅より、タクシーで約 10 分
＜お車の場合＞
【武子地区】
■日光例幣使街道沿い
日光市、宇都宮市方面からお越し頂けます
■東北道でお越しの場合：
鹿沼インターチェンジから 12km、約 20 分
※ 駐車場：正門奥へ進み、左側グラウンド前にございます
【日向地区】
■「下日向運動公園」「出会いの森総合公園オートキャンプ場」方面
■東北道でお越しの場合：
鹿沼インターチェンジから 11km、約 20 分
※ 駐車場：管理棟前にございます
【やまびこ荘】
■古峰原街道、加園方面
■東北道でお越しの場合：
鹿沼インターチェンジから 10km、約 20 分
※ 駐車場：正門前、正門左にございます

法人、各事業所のご案内

〒322-0007
栃木県鹿沼市武子 1566
TEL 0289-64-3011(代表)
FAX 0289-63-1854
SITE http://www.kibo.or.jp/
Facebook,Twitter：kanumakibou

■法人の目的

■事業内容

社会福祉法人 希望の家は、利用者
の意向を尊重して多様な福祉サービ
スが総括的に提供されるよう創意工
夫することにより、何より個人の尊厳
を保持しつつ、自分らしい生活を地域
社会の中で営むことが出来るよう支
援することを目的として社会福祉事
業を行います。

鹿沼ハウス (かぬまはうす) 障害者支援施設
入所 60 名･生活介護 60 名･短期入所 6 名
さつきハウス (さつきはうす) 障害者支援施設
入所 60 名･生活介護 60 名･短期入所 6 名

理事長

くろかわ

黒川

武子希望の家 (たけしきぼうのいえ) 多機能型事業所
就労継続支援 B 型･生活介護 (定員 60 名)
とおる

亨

■基本方針
初代理事長「井深 大」の設立精神を尊重し、個々の利用
者の生きがいづくりを援助します。
①利用者の人権を尊重し、一人一人の生きがいを把握し
て、その人ならではの暮らしにふさわしい福祉サービ
スを提供します。
②職員の能力の向上を図り、利用者の満足度を高める質
の高い福祉サービスを提供します。
③快適でゆとりある生活環境と、仕事と暮らしに生きが
いがもてる生活環境の実現に努めます。
④利用者をはじめ保護者の皆さまからの意見を聴く機会
をより多く持ち、常に福祉サービスの向上に努めます。
⑤情報公開を積極的に行い、誰からも敬愛される法人を
目指します。

■施設外観

日向希望の家 (ひなたきぼうのいえ) 多機能型事業所
就労継続支援 B 型･生活介護 (定員 60 名)
〒322-0047 栃木県鹿沼市酒野谷 1166
TEL 0289-62-8335
FAX 0289-62-8337
鹿沼市やまびこ荘 (かぬましやまびこそう) 障害者支援施設
入所 30 名･生活介護 40 名･短期入所 6 名
地域活動支援センター事業Ⅱ型 5 名
〒322-0074 栃木県鹿沼市日吉町 1011
TEL 0289-62-7566
FAX 0289-62-8443
SEED（しーど）
指定生活介護事業所 (定員 28 名)

グループホーム 共同生活援助 (定員 64 名)
名称：ステップ・フリーダム・リズム・ホップ・ジャンプ・マイウェイ・
スカイハイ・パワー・メロディー・サンシャイン・フレンズ・ベリー・
シャープ・フラット (鹿沼市内に計 14 カ所)
フィールド

鹿沼ハウス
さつきハウス

※武子希望の家の一部

きぼう

県西圏域障害者就業・生活支援センター
計画相談支援センター

鹿沼ハウス・さつきハウス・武子希望の家・SEED・フィールド・きぼう
の住所は、表紙の住所です

武子希望の家
日向希望の家
■日中活動

鹿沼市やまびこ荘
グループホーム
※建物は「ホップ」

利用者様の特性やご希望に合わせたプログラムを日中活動として実施し
ています。
生きがい班、JSP 班、パン班、クリーン班、アグリ班、ボンド班、
リサイクル班、タカシマ班、デイケア班、軽作業班

■井深大 記念館
い ぶ か

まさる

希望の家の創立者 井深 大 の設立の理念を伝えることを目的と
して平成 27 年 10 月にオープンしました。
この建物は平成 16 年から平成 26 年の 10 年間、横浜市青葉
区にありました「井深記念塾 松風台ユーアイ」のホール部分を希望
の家に移築し「井深大 記念館」として完成しました。
【見学実施時間帯】
午前 10 時半～12 時、午後 2 時～4 時
※事前にお電話での予約となります。まずはお問い合わせ下さい。
来館日時、人数、代表者様のお名前、電話番号をお知らせく
ださい。
【電話番号】 0289-64-3011(法人代表)
※「記念館の見学について」とお伝えください。

■年間行事
4月
5月
6月
8月
9月
10 月
11 月
12 月
1月

保護者会総会
健康診断
創立記念日
夏祭り
施設別 旅行、県主催 障害者スポーツ大会に参加
大運動会、健康診断、鹿沼秋まつりに参加
県主催 障害者文化祭(カルフルとちぎ)に参加
希望会(一泊) ※入所／通所で隔年実施
新年会

【ほかにも…】
入所施設行事(バーベキューなど)、小さな親切運動(清掃活動)、
各作業班余暇活動(ろまんちっく村などに外出)、ドングリ苗鉢上げ、
鹿沼さつきマラソン・真岡井頭マラソンに参加 など
入所施設や日中活動で様々な行事を行っています。
※年度によって行事は変わります

