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おまつり ２０１６
10 月 8 日。天候は雨の中たくさんの方がいらっしゃいました。
今年初の試みとして行なったぼっちゃ。
パラリンピックで実際使われているランプ（傾斜台）を作られている
利用者様のお宅より、ランプとボールをお借りして行なったぼっちゃ。
班対抗ということで、各班頑張ってくれました。
結果はアトム班の優勝でした。

また、初の試みとして｢こむぎん｣作りのコーナーを用意しました。
風船の中に小麦粉が入っていてムニムニと手触りの良いこむぎんは、
利用者さまやお子さまに大人気でした。
毛糸で髪の毛や目を書いて世界に一つだけのこむぎんができました。

豪華賞品が勢揃いの抽選会では、今まで以上にみなさん燃えていました。
当たった方にインタビューをするとみなさん驚き、喜んでいました。

新人職員と利用者様二名で踊った締めの｢サンサン体操｣では
パワフルな職員が盛り上げ、みんなで楽しく踊れました。

おまつりにご協力いただき感謝申し上げます
野口市議会議員、野本自治会長、小泉法人理事、イチカワベーカリー様、
伊藤園様、おやゆび姫様、清宮様、ひかり福祉会みどり園様
ぼっちゃ寄付 器機レンタル：小境真未様
駐車場：オリモ様、栗原様、坂口様、コスモ石油様、柳崎様
コスモス・アトム・さくら草近隣住民の皆様、ありがとうございました。

みなさまのご協力のおかげで盛り上がったおま
つりとなりました。
また来年もみなさま一緒に楽しみましょう。
（平田）
デイセンターさくら草・アトム（折り～封入作業を担当）
✿さくら草だよりは 晃新印刷 様のご厚意
を頂き印刷しております✿
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アシストさくら草

６月からお世話になっております高橋恵子と申します。
よろしくお願い致します。
アシストでは様々なお出かけに行っていますが、
最近はフルーツ狩りによく出かけています。
7～8 月あたりはブルーベリー、最近はブドウや梨狩りなど。
そろそろ柿やリンゴもおいしい季節ですね。
皆さんもこの時ばかりは笑顔で上へ上へと手を伸ばし
フルーツをガシッと（！）つかみます。
お土産としても良いですね❤。
柿の後は…なに狩りでしょうか？
ご家庭からも「○○狩りどうですか？」
などなどご希望等ありましたら、
高橋恵子さん

ぜひぜひ教えて下さいね。

キッズさくら草
7 月からキッズに配属になり、9 月からはアトム班も
兼務しております。看護師の沼崎明美と申します。
心と心の結びつきを大切に、気持ちに寄り添った関
わりをして行きたいと思っていますこれからも宜し
くお願い致します。

（沼崎）

新しい看護師さんも増え、キッズでは子どもたちに寄り添った支援。
子どもたちが笑顔になれる支援。一緒に過ごす時間を大切にしていき、
楽しい空間をこれからも作っていきたいと思います。１０月は『ハロウィン』
楽しみます!!

＜デイセンターさくら草・アトム活動報告＞

（２０１６年 ７月１日～２０１６年１０月３1
７月１日～２０１６年１０月３1 日）

6/6～8/1 喀痰吸引等研修(市川)

8/27 理事会

7/20 全体研修（ターミナルケア）

9/6～27 喀痰吸引等研修(杉本)

8/１ 人形劇団『あんもち』公演

10/8 さくら草おまつり

8/5 社会福祉法改正セミナー(山本健)

10/11 イオン幸せのイエローキャンペーン授与式

8 月 地域サマーボランティア 2 名

9 月/10 月 教員介護体験実習 2 名

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～

２０１６年10⽉２2⽇(毎⽉12回 １と３と５と７のつく⽇)
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サポートさくら草では利⽤者のみなさんと⼀緒に積極的に外出を楽しんでいます。利⽤者さんの体
と⼼をよく理解していて、上⼿に⾔葉に出来なくてもわかってくれる家族や、気持ちをしっかりと
くみ取ってくれる学校の先⽣のようにはうまく⾏かないことも多く、珍道中にもなることもありま
す。
だからこそ、伝えようと⼀⽣懸命に頑張ってくれる利⽤者さんと、理解しようと正⾯から向き合う
ヘルパーさんとの間に、しっかりと⼈間関係ができてくるのだと思います。そんな⽇常の外出の様
⼦をご紹介します。
⼭⼝さんはこの⽇、外⾷をしました。お迎えに⾏った時から、「今⽇は何⾷べる？どこにいく？」
としっかりと⼀⽇の計画を考えてくれます。回転寿しの昼⾷に決まると、「どのネタを⾷べようか
？タッチパネル（での注⽂）は俺がするから」とウキウキしながらお昼時を待ちます。
カウンターに座り、メニューを⾒たり、流れてくるお寿司を観察したり。お⼿伝いしてくれるお寿
司やさんのお兄さんにお礼を⾔ったりと⼤忙しです。⾃分のお寿司のみならず、ヘルパーさんにも
「⾷べなよ」と勧めてくれ「頼んであげるね」と、注⽂⽤タッチパネルに精⼀杯腕を伸ばしてくれ
る姿を⾒ると、優しくてしっかりものだな・・・とこちらが嬉しくなり、お腹も胸もいっぱいにな
りました。

（タッチパネルで注⽂三昧の⼭⼝さん）

（選挙を終えて⿐⾼々の鈴⽊さん）

鈴⽊さんは今年７⽉の選挙へ⾏きました。せっかくの選挙権
、いつも可能な限り⾏使します。ヘルパーさんと投票所まで
いきますが、そこから先は⼀⼈で進まねばなりません。投票
所にいる係の⽅が⾞いすを押して進んでくれます。⽴候補者
が⼤きく書かれたパネルを指差しながら、鈴⽊さんの意向を
くみ取ろうと、しっかりと話しかけ、反応を⾒て、聞いてく
れます。

ひとつひとつの投票に関して、パネルを掲⽰し説明し、を繰り返してくれます。すべての投票を終え
投票所から出てきた鈴⽊さんはより⼀層⼤⼈に⾒えました。お寿司やさんや投票所で、家族でも先⽣
でもヘルパーでもない社会の⼈と、しっかりと関わっている皆さんの⼒強い姿を⾒られて、サポート
でお仕事する楽しさってこういうところだな、としみじみ感じました。
《サポートさくら草 佐々⽊堅》
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～平成２８年度事業所内研修を行いました～

６月１８日、今年度第一回目のヘルパー会議では、平成２８年度事業所内研修
を行いました。今回は ～ストレスケア、対人関係について～ というテーマで、
講演・演習を行いました。
講師は、今年度より法人の特任スーパーバイザーとして私たちの仲間に加わった臨床心理士小川憲治
さんです。（写真①の中央）
小川さ んの自己紹介も 合わせて の、楽しく
なごや かな雰囲気の中 で、スタ ート、体験
や最新 事情も交え、凝 縮された 内容のお話
で、み なさん、集中し て熱心に 聞き入って
いまし た。また、グル ープ演習 では「沈黙
の共有（非言語コミュニケーション）」の体
験学習を行いました。言葉だけに頼らない、
そして、必要な言葉で相手に伝える重要性を体感しました。発語のない利用者さん、言語が少ない為
本当の気持ちが伝えられない利用者さんに対し
て理解できる言葉で話しているだろうかという

今後の
今後の研修の
研修の目標

問いを深く考えさせられました。
１． ワンランク上
ワンランク上のプロの援助者
のプロの援助者を
援助者を目指す
目指す。
２． 利用者の
利用者の生きる世界
きる世界を
世界を理解し
理解し、その世界
その世界
をともにし、
をともにし、世界を
世界を支える支援
える支援を
支援を実践す
実践す
る。
３． 言葉だけに
言葉だけに頼
らない対人コミュニケー
だけに頼らない対人
対人コミュニケー
ションの資質
ションの資質を
資質を磨く
４． 個別性を
個別性を重視した
重視した援助
した援助を
援助を心がける。
がける。
（人間一人ひとり
人間一人ひとり違
ひとり違う）
５． 援助者の
援助者の倫理要綱（守秘義務）
守秘義務）の遵守を
遵守を
徹底する
徹底する。
する。
６． 自身のメンタルヘルスと
自身のメンタルヘルスと資質
のメンタルヘルスと資質の
資質の向上
をめざし、
をめざし、日々、
日々、研鑽に
研鑽に励む。
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て ん ハ ウ ス ぐ り ん
本格的に秋の季節がやってきました
がやってきました。入居者の方々の体調面や精神面をサポートしていきた
をサポートしていきた
いと思います。短期入所の方
方は本格的にスタートしています。
大変遅くなりましたが、新しい
しい職員を４名紹介したいと思います。
看護師と連携を深めていきたいと
めていきたいと思います。

田邉

≪てんハウスぐりん
てんハウスぐりん職員紹介≫
支援員 武井 朱美
になっております。
２月の半ばより、お世話になっております
利用者の皆さんの明るい笑顔
笑顔と笑い声に毎日私が癒されています。
。
皆さんと仲よく過ごしていきたいと
ごしていきたいと思いますので宜しくお願いします
いします。
ｏ
支援員

宮本

真侑花
になっています。まだまだいたらない点が多くありますが
くありますが利用
４月からお世話になっています
者の方や先輩方に助けていただきながら
けていただきながら頑張っていきたいと思います
います。
趣味は読書やアニメなどです
やアニメなどです。
宜しくお願いします。

支援員 吉川 明子
７月
月からてんハウスぐりんでお世話になっておりま
になっておりま
す。
。
日々
日々、ぐりんの利用者様と職員の皆様から楽
楽しい学び
を頂
頂きながら「安全に、丁寧に」をモットーに
をモットーに勤めて
参ります
ります。

看護師

池田

栄子

になっている看護師です。
８月半ばより、お世話になっている
ここに来る前は７年位老人ホームで
ホームで働いていました。
今は北療での事も時々思い出
出しながら、楽しくお仕事を
続けていきたいと思います。
。よろしくお願いします。

(５)
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「改正社会福祉法を
改正社会福祉法を受けて」
けて」
先月、法人内管理者以上が集まる「幹部職員会議」で、「地域における公益的な取り組み（以
下「地域公益事業」）」として何を行いたいのか話し合った。
「子ども食堂」はどうか。生徒が放課後に立ち寄り障がい者とふれあうのは。こども達に勉強を
教える場の提供は。高齢者と一緒にオセロや将棋をするのは。地域とつながり障がい者とふれ合う
いろいろな企画が出された。
「社会福祉法等の一部を改正する法律案（以下「改正社会福祉法」）」は、この 3 月に成立し、
来春 4 月に施行される。主な改革は、1．組織の見直し（評議員会が議決機関となり、理事会が執
行機関となる）、2．事業運営の透明性（財務諸表の公表等）、3．財務規律の強化（社会福祉事業
への再投資）、そして 4．地域公益事業が責務（日常生活又は社会生活上支援を要するものに対す
る無料又は低額の料金で福祉サービスを提供すること）となった。文頭の幹部職員会議の議題は、
責務となった地域公益事業で制度の狭間にある地域の課題に応えたいと提案がなされたものであ
る。
当法人では、改正社会福祉法に伴う組織の見直しや社会福祉充実計画等準備を始めている。
福祉サービスの提供法人が措置制度の時は社会福祉法人であったが、平成 12 年の基礎構造改革
によって介護保険制度を皮きりに有限・株式会社等多様な法人が参入できるようになった。この改
正社会福祉法の起因は、社会福祉法人に、福祉サービス提供法人の違いにより税制、補助制度等の
差異が公正さを欠くという偏った批判が向けたられたことにある。
社会福祉法人の成り立ちは、まさに地域公益事業の積み重ねの上にある。地域の福祉課題を担い
制度化に導いてきた存在意義が社会福祉法人にはある。
当法人の理念は、「どんなに重い障がいがあっても、地域で自分らしい暮らしを支える」ことで
ある。社会福祉法人立ち上げ以前は、親の会と共に運営費の捻出活動を行い無認可施設の運営を担
ってきた。施設運営の安定のため、社会福祉法人を設立し認可施設をつくり制度に乗せてきた。
現制度を利用して日中活動「生活介護」や自宅での「居宅介護」、外出は「移動支援」、暮らしの
場として「共同生活援助」等の各事業で、地域生活を支援している。
また、現福祉制度は、時代と共に生まれた新たなニーズに応えられす制度の狭間を作り出す。そ
れに応えるため、地域での暮らしの充実にボランティア活動で始めた外出支援、家族の緊急時の支
援と新たな取り組みも実施してきた。利用者の入院時に支援がない場合は、法人負担で介護者を派
遣していた。外出時の有償運送では、人件費補てん等々を実施している。
それが、制度化を促してきているし、中には、採算が取れない事業もあるが公益事業として実施
もしている。
改正社会福祉法のもう一つの起因は、社会福祉法人の公益的な事業を社会に周知する取り組みを
してこなかったことにある。そのことが、社会福祉法人が社会の中で果たす役割・存在意義につい
て理解が得られず改正社会福祉法につながったという反省もある。
社会福祉法人には、必要に迫られ取り組んできた地域公益事業の歴史がある。その「地域公益事
業」が法となり「責務」として課されることになった。
編集後記

時代と共に進化していくことはあるが、地域福祉に取り組む
主体は、これまでと変わらない。
（ 山本 ）

「○○さんてレバー 好きなんだね！」１０年
一緒に過ごしてきた利用者さんの好物発見
です。「発見」は昼食時のアットホームな会
話の中にたくさんあります。支援者はそんな
瞬間に嬉しくなります。

（Ｎ）

