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今年度開催された「第４回地域交流
会」（テーマ：『みらいへの かけはし
～今日から明日へ 大きな絆でつなが
る 地域の輪～』）は、青井地域の町会・
自治会の皆様をはじめ、地域青少年団体
協議会、近隣の小中高校および関係団体
様、多くのボランティアの皆様のご協力
を得まして盛大に行われ無事幕を閉じ
ました。ご協力していただいた皆様、本
当にありがとうございました。
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チアダンス
（淵江高校）

ダンス
（淵江高校）

淵江高校チアダンス部の皆さんとのコラボダ
ンスは今回が初の試みとなりました。合同練習
や園での練習など準備を重ねていき、本番を迎
えました。HoneyWorks の「金曜日のおはよう」
という曲に合わせて踊り、高校生の皆さんが着
ているものと同じ衣装とポンポンをお借りしま
した。当日は練習の成果を全て出し切る発表が
できました。

淵江高校とのダンスでは、利用者の方が高校へ
伺ったり、高校生の皆さんが園へ来ていただきな
がら、合同練習を行ってきました。アップテンポ
で今風にアレンジされた「ヤングマン」や、流行
りの DA PUMP（ダ パンプ）の「U.S.A」といった
曲に合わせ、ダンスを披露しました。「途中で失
敗しても、振付を忘れてしまっても、気にしない
で堂々と」など、アドバイスをもらいながら練習
を重ね、当日は躍動感あふれる舞台披露となりま
した。

合唱・合奏（青井小学校）

演劇（青井中学校）

夏休み前から青井小学校２年生の生徒の方
と車いすを押してもらうなど交流してから、
合唱「にじ」
「手のひらを太陽に」と、合奏「エ
ーデルワイス」の練習を重ねてきました。本

舞台「じゅげむ」上演のために、青井中学校演
劇部の皆さんと何度も練習を重ねてきました。長
いセリフを覚えるのに苦労し、セリフのタイミン
グを間違えるなど、大変なこともありました。当
日は着物の衣装を着て練習の成果を発揮し、素晴
らしい舞台となりました。

番も生徒の方にハンドベルを一緒に持ってい
ただき、きれいな音色を奏でることができま
した。歌も振付を交えながら元気よく歌う事
が出来ました。
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ペットボトルアート
（青井中学校）

横断幕（栗島中学校）

青井中学校の生徒さんと共同で、ペットボトル
アートの制作に取り組みました。生徒さんがデザ
インした画を元に、赤、青、黄、緑、黒等のペッ
トボトルキャップを板に貼りつけ、90cm 四方のき
れいな画が完成しました。

夏休み明けの９月から栗島中学校を訪問して、
横断幕作りをしました。２年目という事で昨年の
事を覚えている生徒さんも多くいらっしゃいま
した。交流会当日は園の入口に出来上がった元気
いっぱいのカラフルな横断幕を飾らせていただ
きました。

合同絵画（加平小学校）
加平小学校に訪問
し、生徒の皆さんと
絵を作成しました。
初めはお互い緊張さ

スクラッチアート
（栗島小学校） 栗島小学校の生徒の

皆さんに、テーマに沿っ
た絵の作成を行ってい
ただきました。作品の受
け取りで小学校を訪れ

れていましたが、
徐々に笑顔を見せ、
一緒に相談しながら
素敵な作品がたくさ
んできました。地域
交流会当日は、作品
を園庭に展示させて
いただき、たくさん
のお客様にご覧いた

た時は温かく迎えてく
ださり、素敵なラッピン
グをされた作品を受け
取って、利用者の方々か
らは「素敵ですね。」や
「嬉しいです。」といっ
たお話が聞かれました。
その後、利用者の方で
丁寧にビニール包装し、

だけました。

展示準備を行いました。
当日は多くの皆さまに
ご覧いただき、賞賛の声
を多数いただきました。
3

フェスタ青井中

青井三丁目中央自治会
お楽しみ会

８月 19 日（日）に青井三丁目中央自治会のお楽
しみ会に参加させていただきました。玉入れ、く
じ引きのゲームではたくさんの景品の中から迷い
ながら選びました。かき氷はカラフルで珍しい味
のシロップもあり、会場のにぎわいを眺めながら、
冷たくておいしいかき氷を味わいました。

10 月 13 日（土）にフェスタ青井中へ参加し
てきました。当日は曇りでしたが、幸いにも雨
は降らず、グランドにて焼きそばやホットドッ
ク、ポップコーンにチョコバナナを頂いた後、
体育館にて加平小学校の生徒さんによる合唱、
中学生と小学生混合でのドッジボール大会を
観戦し、楽しいひと時を過ごしました。

タートル
マラソン

あおいっ子
フェスタ

10 月 21 日（日）に荒川の河川敷で行われ

10 月 20 日（土）に
青井小学校で開かれ
たあおいっ子フェス
タへ参加してきまし
た。小学生、高校生の

たタートルマラソンに参加しました。天気に
恵まれ心地よい風が吹く中で、各々の種目に

素晴らしい演奏を聞
いた後、輪投げや風船

出場されました。利用者の方同士や参加され
ている方、沿道の方から応援をしていただき
ながら皆さん笑顔でゴールする事が出来ま
した。

釣りゲームを小学生
の子たちが参加して
いるのを見て楽しみ
ました。
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10 月 12 日（金）に東京ビックサイトで開催された国際福祉機
器展に行ってきました。国際福祉機器展では日本の物だけではな
く海外からの福祉機器も展示されており、参加されたご利用者の
方はその中でご自身が現在、また今後必要としている機器を見ら
れていました。パンフレットをいただいたり、担当の方から直接
お話を聞き、ご自身に合った物を探されていました。

10 月 31 日（水）に上半期事業報
告会を行いました。今回は９月に行
われた地域交流会と、上半期の休日
に行われた地域行事についての報
告をさせていただきました。
地域交流会の報告では、利用者の
皆様と各学校との交流の様子をス
クリーンに映して見ていただきな
がら説明させていただきました。地
域行事の報告でも、地域交流会の報
告と同様に写真と合わせて説明を
させていただきました。
半年の間に利用者の皆様にはた
くさんの地域行事に参加をしてい
ただき、その経験を振り返ることが
できた事業報告会になりました。
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今年は台風など風水害の多い年でした。多くの方々が避難を余儀なくされた状況が全国各地で起きま
した。足立あかしあ園でも水害が起きた事を想定し、水害対策の避難訓練を７月 30 日に行いました。
これまでの火災や地震を想定した避難訓練では、建物から外に避難する事がほとんどでした。今回は
水害が発生の恐れがあると足立区からの情報が入り、出来るだけ上の階に避難することを想定して３階
の会議室や B グループの部屋へ避難しました。エレベーターが使えない事も想定して、複数の職員で利
用者の方を抱え、階段を登っての避難も行いました。職員が抱えながら避難する事で驚かれる方もいら
っしゃいましたが、避難方法がいろいろあることを利用者の方々も職員も身を持って体験できた訓練と
なりました。

福祉施設における災害対策の新しいカタチ
９月６日に、
「災害から生き残るためのノウハウ」を社会に浸透させるべく、学校や保育園、高齢者
施設、障がい者施設など、多方面で提案活動をされている講師から講義を受けました。
水害対策については、気象庁から各自治体に出される「避難」の発信について「大したことはない。」
「様子をみよう。」
「大丈夫だろう。」と個人の判断で決めてしまう人たちが多くいるため、何の行動も
起こせず、犠牲者が多く出てしまうというお話がありました。
避難の発信の順番として、一般の方より先に高齢者や障がい者の方へ優先して発令される「高齢者
避難準備」や「高齢避難指示」があると学び、そのような発信に対して、ないがしろにせず行動に移
せたらと感じました。また、施設の職員として災害に対し、
「個人」ではなく「組織」として決められ
たルールや判断基準を意識して「現場で迷わないルール」を作り、
「何を優先して行動しなければなら
ないのか」といった行動を起こすタイミングを職員全体が把握できるような基準を作れたらよいと思
いました。（本田）
【園内行事】
9 月 23 日
第４回地域交流会

【実習受け入れ】
10 月 1 ～ 5 日 帝京科学大学 介護等体験２名
10 月 15～19 日 帝京科学大学 介護等体験２名
11 月 6 ～19 日 道灌山保育専門学校 施設実習２名

10 月 19 日
11 月 15 日
11 月 16 日
12 月 21 日

全体説明会
旅行説明会（利用者対象）
旅行説明会（保護者対象）
旅行報告会

【内部研修】
10 月 12 日
心理的虐待防止研修
【外部研修】
10 月 31 日
接遇内部研修
9 月 5 日～全３回
相談支援従事者現任者研修
接遇委員会
9月6日
福祉施設における災害対策の新しいカタチ 11 月 16 日
10 月 2 日
障がい者支援における権利擁護と虐待防止
介助体験研修
10 月 2 ～ 3 日 中堅職員研修
12 月 11～12 日 中堅職員重点テーマ強化研修
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