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デイセンターさくら草では地域の方々にご協力をして頂き、日中活動として資源回収を行っています。
また近隣のお店に石けんや陶芸などの授産品を置かせて頂いています。
今回はいつもご協力して下さっているお店の中から３件のお店をご紹介させて頂きます。

ｇｒａｃｅ ｏｆ ｇａｒｄｅｎ
（グレイス オブ ガーデン）
ガーデン）

菓子工房ＮＡＫ
ＮＡＫＡ
ＮＡＫＡ

Ｐｏｓｔ ｍａｌｌ
（ポストモール浦和店）

毎週段ボールを頂いています。
焼き菓子の良い香りがして段ボール
を回収しに行く度によだれが出ます。
店内に入ると美味しそうな
美味しそうなケーキと
店内に入ると
美味しそうな
ケーキと
可愛くラッピングされたラスクや
可愛くラッピングされたラスクや
クッキーなどが
お出迎え。
クッキーなど
がお出迎え
。
一番人気は『シュー』
一番人気は『シュー』
女子会やお誕生日など
お誕生日などのお祝いに
女子会や
お誕生日など
のお祝いに
美味しいケーキはいかがですか？
美味しいケーキはいかがですか？
アクセス：ＪＲ北浦和駅から
：アクセス：ＪＲ北浦和駅
から
東武バス瀬ヶ崎バス停下車０分
東武バス瀬ヶ崎バス停下車０分
毎週段ボールを頂いています。
お庭、お花もとても
とてもきれいですが
お庭、お花も
とても
きれいですが
石けんを置かせて頂いています。
石けんを置かせて頂いています。
とてもオシャレな店内に笑顔の素敵
とてもオシャレな店内
に笑顔の素敵

まだかと毎週
まだかと毎週ウキウキ
毎週ウキウキさせてもらっ
ウキウキさせてもらっ
ています。
ています
。小さいお庭からエクステリ

なスタッフさん。アットホームな
雰囲気で
雰囲気
で野菜やお花、雑貨など色々な

ア（外構）ガーデンリフォームまで
お庭のことで
のことでお悩みの際は
お庭
のことで
お悩みの際は

物を販売してい
物を販売しています。そしてなんと
スムージーも飲めちゃいます。
スムージーも飲めちゃいます
。

ぜひご相談ください。
：アクセス：

１１１１番人気

何よりスタッフ
何よりスタッフさんが
スタッフさんが美人の方ばか
さんが美人の方ばか
りで利用者さん、職員共々、回収日は
りで
利用者さん、職員共々、回収日は

ＪＲ東川口駅
ＪＲ東川口駅北口より徒歩９分

さくら草
さくら草だよりは『
だよりは『晃新印刷』
晃新印刷』様のご厚
のご厚意により印刷
により印刷しております
印刷しております

浦和駅をご利用の際は
浦和駅をご利用の際は
ぜひお立ち寄りください。
：アクセス：
ＪＲ浦和駅東口より徒歩３分
デイセンターさくら草・アトム
（折り～封入作業を担当し発送しています）
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デイセンターさくら草
デイセンターさくら草

デイセンターアトム
デイセンターアトム

デイセンターアトム

あんくじ班
あんくじ班 澁谷 英一

コスモス班
コスモス班 日下部 智美

アトム班
アトム班 出口 諒

４月からデイセンターさくら草あん
くじ班で活動している澁谷英一です。
利用者様、ご家族様のニーズにあった

４月からコスモス班でお世話にな
っている日下部智美と申します。

はじめまして、4 月からデイセンター
アトムで勤めております。出口諒です。

支援を目標とし、多くの笑顔を作って

楽しい時間を一緒に過ごしながら、

3 月に大学を卒業したばかりで、まだ

いきたいと思います。まだまだ至らぬ

これからお役にたてるよう頑張って

まだ未熟な部分が多く、ご迷惑をおか

部分が多いと思いますが、今後ともご

いきたいと思います。どうぞ宜しくお

けすることが多々あると思いますが、

指導ご鞭撻の程、宜しくお願いします。

願い致します。

よろしくお願い致します。

キッズさくら草
キッズさくら草

アシストさくら草
アシストさくら草
アシストさくら草は、移動支

キッズさくら草職員紹介

援、生活サポート等の制度のも

し ま や

右上 嶋谷 いずみ（理学療法士）
いずみ

と、日々の支援に励んでいます。
近年、利用者数の増加に伴い、人

せきぐち

よ し こ

右下 関口 佳子 （児童発達支援
管理責任者）
つ か だ

手不足の解消が課題でした。
そんな私たちの事業所も、６月

え い こ

左下 塚田 詠子 （看護師）

２０日付 けで新職員が入りま し
た。やはり“人”には“人”ですね。

へ ん み

え

左上 逸見 ゆり枝
ゆり枝（児童指導員）
☆個性あふれるキッズ職員、
みんなパワフルです☆(富田)

今後ともよろしくお願いしま
す!(板橋)

中

と み た

ゆ

か

富田 有香 （児童指導員）

＜デイセンターさくら草・アトム活動報告＞

（２０１６年 ４月１日～２０１６年６月３０日）

4/9 小児在宅医療に関する介護職員スキルアップ研修（関口）

4/6 半固形栄養剤対応研修(富田)

4/26 埼玉県発達障害福祉協会 評議員会（市川・近藤）

5/6・6/20・6/27 新任職員研修（日下部・出口）

5/16-20・5/23-27・6/20-24 教員介護体験実習受け入れ

5/21 理事会

6/21 健康診断
健康診断：年２回／通院介助、静的弛緩誘導法訓練会参加、陶芸、せっけん教室：適宜／誕生会：各誕生月／理容カ
ット、体重測定、各班避難訓練、各班イベント、音楽療法、アロマセラピー、給食会議、家族会：月１回／美容カッ
ト、安全委員会：隔月／各会議：月１回～
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サポートさくら草 佐々木堅
サポートさくら草では、定期的にヘルパー会議を行っています。
今回は、先日行われたヘルパー会議の報告をいたします。
平成 28 年 5 月 27 日 １０：００～１２：００、参加者２９名。出席率は約５１％です。
何点かの業務連絡のち、グループワークを行いました。
グループワークのテーマは、「サポートにおける介護心得・マニュアルの見直し」です。
見直しのたたき台として、
「ファイブクロス」を行いました。ファイブクロスとはもともとは「セブンクロ
ス」です。アメリカのビジネスコンサルタントであるカール・グレゴリーが考案したデータ処理・評価の技法
がセブンクロスです。ブレーンストーミングで出てきた意見を小さなカードに書いていき、項目別に分類。
重要度合を評価して一覧表にすることにより、意見の全体像を把握し、何が課題であるかを読み取るもので
す。それを簡単にアレンジしたものを「ファイブクロス」として行いました。
それを集約して新たな心得・マニュアル作りにいかしていく予定です。
以下がファイブクロスの５項目と、あがった意見の代表的なものです

１.さくら草の支援で大切にしていること
・安全に楽しく過ごしてもらう
・事故がないように

２.今までの失敗や経験から学んだこと（失敗談でも）
・楽しくさせすぎテンションがあがり過ぎ疲れさせてしまった。静かに見守り休憩も必要
・自分の手に負えないときは皆様に応援願う

３.外出や支援中に注意しなければならないこと
・利用者の体調に気を配る
・外出先で周囲への配慮をしつつ利用者の安全を第一に考える

４.さくら草の支援でこうありたい、こうやっていきたい！
・いろいろな体験をしてほしい
・介護に慣れないようにしている

５.その他、なんでも、自由にどうぞ！
・福祉関係機関、他事業所との連携が大事
・担当している利用者以外に手や口を無断ではさまない。担当者の要望を確認してから手伝う

他にも多くの意見があがり、有意義な時間となりました。これらのことをふまえて、福祉に対する意識を高
め、介護技術の向上を目指していきたいと考えています。
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長くゆずをご活用いただいている先輩たち、

堀之内亮さん
堀之内亮さん
1 . 「そのまんま」
2 . 箱詰め、袋詰め、古紙回収と分別等

ゆずの中にも何名もいらっしゃいます。
成長とともに、学校～職場と日中の活動場所も変わり、通

3 . 作業の準備をいち早く率先して
行っています。
4 . 休日の余暇外出など
5 . 工賃をもらうようになりました。

い方も変わり、活動範囲も広くなったり、
友人や仕事仲間もふえたり、使えるサービスの種類や量も
増えたり、と様々にはばたいている先輩たち。

それで、好きなものを買ったり。
しています。

そんな先輩たちの様子を少しご紹介します。
3 月に 浦和特別支援学校を卒業された

堀之内亮さんと福田絵里奈さんは、
小学部のころからゆずを利用され、

１．仕事(活動)場所
２．主なお仕事内容

学校の終了後、や休日の外出などなど、

3．アピールポイント

照る日も曇る日も、ヘルパーと一緒に

4．ゆずの利用の仕方

活動を続けてきました。

5．大きく変わった事

涙あり、笑いありの思い出が一杯で、卒業式
では参加したヘルパー一同涙・涙でありました。

福田絵里奈さん
1 . 「リズムステップ」

お二人、今ももちろん、ゆずを利用されます。

2 . 野菜作り、鶏卵パック詰めなど、

相変わらず元気いっぱいで、ゆずの中でも、

3 . バラエティ豊かなお仕事、

後輩達のよきお手本となっています。

調理もやってます。
4 . 休日の余暇外出など

～今後も更なるご活躍を！！ ～

5 . 周りの人たちに対する気遣い
（その場の状況に合わせる）。
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当法人は設立して 10 年となり、職員も百人を超えました。結集してくれた個性豊かな多様な
価値観を持つ職員が思いを一つにして支援に当たることが課題になりました。
職員の業務は対人支援、まさに感情労働です。一人ひとりが活き活きと働き、専門性の高い
取り組みが実践できるよう自己理解・他者理解、コミュニケーション能力の向上に資する研修
や日頃の支援に対してのスーパービジョンに取り組む必要があると感じていました。
また昨年 12 月に労働安全衛生法を改正する法律が施行され、50 人以上の職員数がいる事業所
では、ストレスチェックと面接指導の実施等が義務づけられました。
この時機に縁があり、利用者支援を支える職員を対象に新たな試みを始めました。 （山本）

このたび５月より、社会福祉法人さくら草の職員の皆様の
メンタルヘルス相談（カウンセリング）、および職員研修と
スーパービジョンを担当します。
私のこれまでの約 25 年間の臨床心理士活動（家庭児童相談、
学生相談、産業保健相談）や、社会福祉系大学における社会
福祉教育（社会福祉援助技術演習、社会福祉実習、精神保健、
カウンセリング、人間関係論）、対人援助方法論研究、事例研究などの拙い経験が、多少なりと
も職員の皆様のお役に立てることができれば幸いです。微力ながらベストを尽くしますので、ご
指導とご協力のほどどうぞよろしくお願いします。

生活支援センター
生活支援センターあみ
センターあみ～
あみ～ごに
新職員が
新職員
が加わりました

中村 竜次（なかむら りゅうじ）
自分が得てきたものを、上手く伝えることができるか。そ

れが今までお世話になった方々への恩返しに繋がると思って
います。あみ～ごを利用される方やそのご家族、そして社会
福祉法人さくら草にとって必要な人になれるよう、力を尽く
したいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
（中村）
あみ～ごは相談支援を開始して 11 年目になります。今後も個性豊かなメンバーで、相談者にと
って身近な生活支援センターになれるよう努めていきますので、よろしくお願いいたします。
南区障害者生活支援センター あみ～ご
TEL:048-866-5098 FAX:048-866-5128 受付時間:平日 9～17 時
お気軽にご相談ください (*^_^*)
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社会福祉法人さくら草 平成 27 年度決算書

平成 27 年度は福祉界全体が、基本報酬の減額と人材確保の厳しさの中にあった。常勤職員を採用し人件費率を
（76.6％）上げ、利用者・職員の処遇向上に努め、堅調な決算となった。各事業所の主な動向は下記の通りである。
開設一年目のグループホームは、職員全員の喀痰吸引認定等を進め支援体制を整え、入所施設から元さくら草利用
者を呼び戻すことができた。運営を軌道に乗せるために短期入所受入れを進めることが今年度の課題である。
通所施設は、昨年度２名を受けとめた。障害の進行もあり亡くなる方や老障介護となり入所施設に送らざる得ない
方があった。年々医ケア対応の専門性と家族支援の充実が求められている。
人材確保の面から児童発達支援事業所開設は延期せざるを得なかった。
相談支援事業所は、計画相談に留まらない生活の困りごとを社会貢献活
動と位置づけ取り組んでいる。また、地域生活を支援する居宅・移動支援
事業所では、有償運送（外出を車両で廉価で支援）等を法人持ち出しで多
くの時間を支援している。

編集後記 先日、弟の結婚式があり出席し
ました。元々、兄弟仲は良くなかったのです
が、
「新郎入場」で弟が入場した瞬間、涙が
こみあげてきて、自分でも驚きました。これ
からは兄弟仲良くしていきたいです。(M)

社会福祉法が改正された。
「どんな重い障害があっても地域で自分らしく暮らせるように支援する」という法人の理
念のもと、今年度もニーズに応えるため社会福祉事業並びに社会貢献活動の充実に努める。
（山本）

