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実習⽣さんようこそさくら草へ

２／１９∼３／１２埼⽟県⽴⼤学社会福祉⼦ども学科
の学⽣さん4⼈が実習でさくら草に来てくれました。
実習⽣さんが来ることを⼼待ちにしている利⽤者さん
はたくさんいます。⼀緒に活動をしたりお話したり、
⾷事をする姿はとても楽しそうでした。
そして、今回ダンスが得意な実習⽣さんがいて、アト
ム班とコスモス班でみんなの前でダンスを踊ってくれ
ました。利⽤者さんは、楽器を持って演奏をしたり、
⾝体を動かしたりして、盛り上がりました。
またぜひ、さくら草へ遊びに来てください！！

⻤が来た∼！

今年も彼らがやってきた！
そう、2⽉と⾔えば節分！
⻤に扮した職員が全⼒でみんなを怖
がらせに各班を回りました。
まずは全⾝を⾚く塗装した⾚⻤が物
⾳を⽴てながら登場！迫⼒ある演技
に思わず職員の背後に隠れる⽅もい
ました。

その⼀⽅、全⾝タイツでゆっくりと登場したのは⻘⻤。握⼿をしたり、優
しく声を掛けたりとまるでヒーローのような存在となり、あっという間に
みんなに囲まれていました。

対照的な⻤の登場に笑いと涙が溢れる⼤好評の催しとなりました。

⾚⻤さん、⻘⻤さん、
お疲れさまでした！
また来年もよろしくね！

広報誌の封⼊作業は デイセンターさくら草・アトムが担当しています
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2018年① ② ③⽉
~いぶきイベント~

◎節分◎

祝＊成⼈式

★１⽉１６⽇、デイセンターいぶき
では初となる成⼈式を迎えました。
新成⼈1名。当⽇に向けていぶきの
皆で紅⽩のお花を作り、飾り付けを
して・・温かな雰囲気の会場となり
ました。デイセンターさくら草から
も馴染みのメンバーがお祝いに駆け
つけてくれ、新成⼈となったaさん
の⺟校の先⽣や普段お世話になって
いる⽅々にお越し頂きました。いぶ
きの⼤きな窓からも燦々と..ハレの
⽇を迎えることができました＊

★２⽉初旬、いぶきにも⻤襲来！
ぬ〜べ〜の⻤の⼿には興味がある
けど、⻤の姿になるのはチョット
・・のNさんでしたが、様⼦を⾒
ているうちに気になり始めた様で
・・・
「悪い⼦はいねがー!!」なまはげ
張りに聞こえてきそうな迫⼒ある
ショットを頂きました！

*お楽しみ会*

★年度を締めくくるイベントは『い
ぶき球技⼤会』!! ⼤⽟転がしにピン
ポンボール運びリレーに⾵船バレー
の３種⽬。敵チームを追い越すには
ギュウギュウだし、ピンポンボール
を運ぶのは煩わしいアイテムだし、
、なんてテンヤワンヤな様⼦が微笑
ましい??愉快なお楽しみ会となり
ました。昼⾷はデリバリーのお弁当
を。いつもと違う感じがワクワクさ
せますね♪

★開所⼀年⽬、⾄らないところ
も沢⼭ある中で利⽤者さんから
助けてもらった事も沢⼭ありま
した。ありがとう！⼆年⽬のい
ぶきもどうぞ、よろしくお願い
します！
(鈴⽊ょ)

デイセンターいぶき

＜さくら草・アトム・いぶき活動報告＞

（２０１８年２⽉１⽇〜２０１８年４⽉３０⽇）

2/1 障害者虐待防⽌・権利擁護研修 （春⽥）

２/27 川⼝市内障害者施設運営団体連絡会 (市川)

2/13

3/18〜 喀痰吸引等研修（福岡）

腰痛予防研修B（岩澤）

2/16 さいたま市障がい者施設連絡会（近藤）
2/17 第１９回

サポート研セミナー（齋藤）

2/22 障害者虐待防⽌・権利擁護研修（市川）

3/27 デイセンターいぶき ⼊所式

3/28 デイセンターさくら草 アトム ⼊所式

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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てんハウスぐりん



新年度を迎え、どこの事業所も慌ただしい⽇々を送っていることかと思います。
ぐりんでは新たな職員も加わり、３０年度４⽉〜新たな⼊所施設がオープンしました。今
年は、ぐりんにとっても転機の年？節⽬の年？になりそうな…予感がします。今年度もどう
ぞよろしくお願いいたします。

職員紹介

中尾 知⼦さん ↑
てんハウスぐりんの仲間に⼊れてい
ただいて、もうすぐ４か⽉です。
慣れない仕事で、まだまだ教えて頂
くことばかりですが、少しでもお役
に⽴てるようになりたく思っていま
す。
どうぞよろしくお願いいたします。

佐藤 庸⼦さん ↓
利⽤者様、そのご家族の皆様や共に働く
スタッフにも信頼される⽀援・仕事を⼼
がけます。



祝☆クローバーハウス始動!!
２０１８年度４⽉よりクローバーハウスがオ
ープンしました!!
定員：４名（⼥性専⽤の⼊所施設です）
最寄りの駅：武蔵浦和駅
名前の由来：四葉のクローバーのように幸せ
をもたらしてくれる場であってほしい。
新スタッフと、ぐりんスタッフで頑張ります!
by村上

春の

⾷事会

3⽉２６⽇（⽉）に
春の⾷事会を開催(^O^)
春の⾳楽を聴きながら、
楽しく⾷事をしました。
染⾕さんは⽬の前に花が
たくさんあって微笑んで
います(*^。^*)
⾏事係 ⽥邉

今年の春は、暑かったり寒かったりと体調を崩しやすい環境になっていますが、⾐類の調整や部
屋の温度の調整をし対応していきたいと思います。ぐりんは今年で４年⽬になりましたが、今後
もいろんなことに取り組んでいきたいと思いますので宜しくお願いします。（⽥邉）

てんハウスぐりん ⽥邉・奈良
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デンマークからさくら草へ
ＳＳＴＫ

去る３⽉１６⽇、デイセンターさくら草へ,Madsさんあゆみさんご夫婦と産まれてま
だ３か⽉のNunaちゃんの親⼦３⼈が福祉先進国といわれる北欧デンマークからやって
きました。
あゆみさんは以前⼤分県で特別⽀援学校の先⽣をしていましたが、５年前にデンマー
クへわたり、現在コペンハ−ゲン⼤学で研究者として勤務をされています。専⾨は特別
⽀援教育です。そしてご主⼈のMadsさんは⼩中学校で⾳楽を教えています。
今回このような訪問、交流となったのは３年前に埼⽟県の研修事業として、デンマーク
福祉施設視察に参加させて頂きました。その後「⾒る」より、「中に⼊り体感したい」
という気持ちを強くし、２年前に、デンマークの「ストランドパークセンター」という
デイセンターさくら草のような通所施設に訪問し、活動に参加することができました。
１回⽬はデイセンターさくら草、⿑藤職員と⾳楽療法に参加。
２回⽬はサポートゆず、阿部（旧姓平⽥）職員と⼿巻き寿司でおもてなし

⽇本から１８合のお⽶と材料
をかついで⾏きました。

私達はどうしても旅費を安く収めたいので⺠泊することになり、その時にMads＆あゆ
みさんの住むアパートの１室にお泊まりさせていただいたのが今回の縁となりました。
障害福祉に携わり、今まさに⼦育てに奮闘中、ご夫婦ともに育児休暇を利⽤し、⽇本にや
ってきたのです。
法⼈さくら草の地域に根付いた福祉を紹介し、両国の福祉事情、⼦育て事情等意⾒交換す
ることができました。
デンマークでは、１８歳以上になるとほとんどの⽅がグループホームに住みます。
そして送迎バスで⽇中活動を⾏うセンターに通います。⼈⼿、グループホームは充⾜し、
「誰もが働いて⾃分の家に住まう権利がある」との考えが根本にあります。
申し込みは公的機関にし、それ程待たずに⼊居・・・とは⾔わず、引っ越しをするそう
です。
お部屋は２部屋で、バス、トイレ、 キッチンがあるのがスタンダードとの事。
福祉⼈材の⾯ではとても⼈気がある職種なので、１名の求⼈に対して３５名の応募があ
るそうです。

さくら草の⾒学を終え、ゆっ
くりくつろぐMads家族
⽂化に違いを感じ、その根底に根付いた福祉に対する考え⽅など、両国の強みを何かに活かし
てゆき、今後も⽂化国際交流のチャンスを探ってゆきたいと思っています。
(丸中）

サポート

ゆず
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安全運転講習会

サポートさくら草で、安全運転講習会を⾏いました。
「どんなに重い障がいがあっても地域で暮らす」を掲げているさくら草にとって
送迎サービスはなくてはならないものです。体にあわせたオリジナル⾞いすを使⽤
していると、公共交通機関の利⽤がなかなか難しいのが現状。気温が暑すぎたり寒
すぎたり、⾬や雪の⽇もあります。さまざまな状況に対応するには、福祉有償運送
制度を利⽤した外出の⽀援が必要です。そのためには、運転する⼈もしない⼈も、
みんなで安全に運⾏するという意識の共有が必須になります。
講習会では、東京海上⽇動⽕災保険株式会社から講師を２名お招きして、２時間
かけてしっかりと勉強しました。
事故を起こさない、ということよりも先に、なぜ事故に⾄ってしまうのか？⾃動
⾞事故の傾向や、年齢別・時間帯別・場所別・⾏動別の事故割合を学び、事故が起
きやすい状況を理解して運転にのぞむこと。それを理解したうえで事故削減に関す
る以下の安全運転⼒向上の３ステップが⼤切だと教わりました。
①危険性を理解できる
・頻出している事故の傾向を理解する
・事故による損失の重⼤性を理解する
・⾃分の運転の特性を理解する
・環境による危険性を理解する
②⾏うべき⾏動が理解できる
・交通環境下でとるべき⾏動を具体的に理解する
③やる気を維持できる
・安全運転宣⾔をする
・同乗指導を受ける
ビデオを⽤いた事故の危険性のお話しのあとには、
「近くのあそこは⾒通し悪いよね」
「あの道は⼦供が多いから気をつけなくちゃね」
「あの交差点は⾃転⾞の⾶び出し多いから気をつけなくちゃね」
と、具体的で⾝近な危険性をたくさん共有できました。安全運転に対する意識を⾼めると
てもよい機会となりました。
（佐々⽊千恵）

サポートさくら草

２０１8年4⽉15⽇発⾏ 毎⽉12回 （１と３と５と７のつく⽇)

【

ＳＳＴＫ

通巻7212号

第43号

１９８３年７⽉１９⽇第三種郵便物承認(６)

職員満⾜度アンケート

】

昨年10周年記念誌編纂の中で、さくら草で働くことの満⾜度を職員にアンケートをとった。
その中から⼀部を紹介したい。
概ね満⾜して働いてもらっているが、研修等で満⾜度の低い結果もあり課題が⾒えた。
Q. さくら草の職員であることに誇りを持っていますか
78％＝そう思う＋ややそう思う
Q．今の職場に満⾜しているか
63％＝そう思う＋ややそう思う
Q. さくら草で永年働きたいか
63％＝そう思う＋ややそう思う
Q. みんなが意⾒を出し合い、助け合っていますか
64％＝そう思う＋ややそう思う
ｺﾒﾝﾄ：働きやすさで類似の質問で60％代であった。常勤職員同⼠も昼のコアタイムで働く
⾮常勤職員とも利⽤者⽀援に対してもっとコミュニケーションを深める機会を作りたい。
Q. さくら草は、‥教育や研修など職員育成に⼒を⼊れていますか
46％＝そう思う＋ややそう思う
ｺﾒﾝﾄ：喀痰吸引、⾏動援護従事者養成、新任職員研修等外部研修は多くの職員が受講している。
しかし半数を占める⾮常勤職員の研修機会が少ない事実が結果に表れたと思う。
この結果は学習意欲の表れとして受けとめ、昨年度から始めた法⼈内研修を活性化させ
全職員に学びの機会をつくっていきたい。
Q. 休⽇や休暇は満⾜にとれているか
71％＝そう思う＋ややそう思う
ｺﾒﾝﾄ：職員同⼠が業務をフォローし有給休暇は取りやすくなっている。
Q. 家族や友⼈はあなたの仕事を理解してくれているか
79％＝そう思う＋ややそう思う

対⼈⽀援は、「⼈」が財産。法⼈化して10年が過ぎ、利⽤者⽀援の「⼈財」は、当初の職員数から
倍増している。⼈材難の中、異業種からの採⽤も増え、育成の必要性は増している。法⼈全体での
研修を活性化するなど取り組み始めている。昨年度は、法⼈内事業所合同で新任職員研修、その後
全職員を対象に法⼈の成り⽴ち（主に無認可時代の施設運営について）を学ぶ研修を⾏った。今年
度も法⼈内研修を計画的に進め、⽀援の質を⾃ら⾼める⼈材育成に取り組んでいく。
編集後記

当法⼈は、職員が主体性を持ち、皆で作り上げる組織でありたいと思う。
また、利⽤希望の声に応えるため、新たな事業展開も検討していきたい。 あっという間に桜の季節が終わ
職員の希望や育ちに応える仕事ができ遣りがいを持てる法⼈でありたい。 ってしまいましたが、皆さまお
(⼭本）
花⾒には⾏かれましたか？私は
✿さくら草だよりは晃新印刷さまのご厚意を頂き印刷しております✿

おにぎりを持ってお花⾒に出か
けたのですが、桜の下で⾷べる
と⼀層おいしく感じました。(M)

