理事長

岸本

年２月に創立 周年を迎えます。

美惠子

され、平成 年に「あいのわ福祉会」へと名称を変更いたしました
が、早いもので、平成
26

年は、丁度、措置制度から契約制

法人は７事業所で

事業を運営しておりますが、平成

年度中に

年度に３か所目となるケアホー

24

度へと移行された年と重なりました。足立区と協働という任を受

もお借りし連携させていただきながら、多くの方々の共感を得て歩

っていく課題に対し、官民のネットワーク化など専門分野のお知恵

年度第２回評議員会・理事会報告

時～午前

分

け、足立区の東西にあった障害福祉センターが、あいのわ福祉会と

平成

平成

日（月）午前

日時

足立あかしあ園３階会議室

年９月
場所

報告事項

15
第２号議案

第１号議案

諸規定の制・改正について

仮称「舎人あかしあ園」施設整備計画について

「綾瀬ハウス」（ケアホーム）開設について

されました。

綾瀬ハウスは入居者選定、業者選定を経て

年３月の入居に向けた準備に入ります。

し、職員教育システムの確立等に取り組んでおります。今後は、事

ェクトチームによる、地域生活移行推進、人事制度の抜本的な見直

者会、③医療的ケア対策委員会をスタートさせるとともに、プロジ

たしました。専門委員会として、①看護師会、②地域生活支援担当

を行う相談支援事業になります。開設は、平成

本人・ご家族の要望を把握し、ケアプランの作成及びモニタリング

と、障害者総合支援法のサービス申請時にアセスメントを行い、ご

者を対象に介護・作業・創作的活動支援を行う定員

域に通所施設をとの声に応えるものです。事業内容は、身体障がい

名の生活介護

業部門会として生活介護部会、居宅支援部会、入所支援部会、就労
いります。

しています。

舎人あかしあ園（仮称）は古千谷本町に建設予定ですが、西部地

り、平成

月から改修工事に入

前記議案についてご審議をいただき、全ての議案が原案通り承認

第３号議案

議案

東京都実地検査に伴う「改善状況報告書」について

10

唯一の直営施設として足立区障がい福祉センター「あしすと」が新

代

設運営を土台に、「どんなに障がいが重くても在宅にさせない」と
代になり、親御さん方も

いう強い願いを法人の理念として決断いたしました。
当時 代だった利用者の皆さんも

代へと年を重ねました。各事業所を見ますと、高齢化により

年度までの中期経営計画を策定い

10

支援部会を置き、法人のより一体的な施設・事業運営を目指してま

域生活を持続できるよう、平成

法人としても、この現況をしっかりと受け止め、１日でも長く地

くなってきています。

次障がい等により、医療的ケアや緊急一時対応を必要とする方が多

家族で支える力がだんだん低下する一方、利用者の高齢化による二

から

60

24

設された年でもありました。そして、平成 年に「地域保健福祉計

する条件が大変に厳しい時代でしたが、 年余りの区立民営型の施

法人化を目指した当時は、重度重複障がいを含む授産施設を設置

進されています。

画…障がい者施策」が策定され、現在第３期の障がい福祉計画が推

12

10

時

を進めることができましたら幸いと存じます。

謝しております。原点に思いを馳せながら、ますます重く深刻にな

関、後援会、支えて下さっている多くの方々のご支援の賜と深く感

ここに到りましたのも、足立区をはじめ、国・東京都・関係機

人あかしあ園」（仮称）の開設を予定しております。

ム「青井ハウス」（仮称）２ユニット、生活介護を事業とする「舎

ケアホーム「綾瀬ハウス」、平成

16

あだちの里へ運営が委託され、（元）梅島生活実習所跡地に、区の

10

27

法人創立 周年から 周年に向けて
20

平成６年に社会福祉法人「足立肢体不自由者福祉会」として認可

10

14

創立から 周年を迎えた平成

20

40

11

年４月１日を予定

50
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足立あかし あ 園 だ よ り
げんきいっぱいなお祭りを行います︒

ました︒それぞれの楽しみ方をして︑

木更津に行ってき

ウトレットパーク

たばかりの三井ア

喫し︑オープンし

宴会メニューを満

華な幕の内弁当や

４グループは豪

外出の事を︑

だまだ先のバス

決めました︒ま

行きたい場所を

見を出し合って

等︑みんなで意

ュージアム見学

藤子Ｆ不二雄ミ

ングでランチ︑

東京湾クルージ

題のソラマチで

ぜひ遊びにいらしてください！

帰りのバス内では嬉しそうに報告し合

﹁洋服は何着て

んとても良い表情

綾瀬あかしあ園では２グループと４

ったり︑とにかく笑顔があふれる旅行

行こうかな？﹂

えがおいっぱい・げんきいっぱい〜﹂

劇場では︑猿の
どちらの日程も天候が危ぶまれ︑ハ

グループが宿泊行事を実施しました︒

となりました︒

﹁お小遣いは

のショッピング

芸を見た後は猿と

ラハラしながら準備を進めていました

新グループ体制になり︑初めての宿

＆水族館鑑賞︑

握手をし︑とても

が︑てるてる坊主が味方についてくれ

泊行事でしたが︑楽しみ方もそれぞれ

いくら必要だろ

を見せていまし

楽しい時間を過ご
たためか︑大き

う﹂と︑楽しみ

た︒

しました︒２日目
く天候が崩れる

のグループでカラーが出ていました︒

にされている方もいれば︑行った後も

です︒今年も地域の小学生に笑顔の絵

富士花鳥園︵世界

これから宿泊行事を控えているグルー

﹁楽しかったよ﹂﹁次は何処に行こう

を描いて頂き︑館内が笑顔であふれる

のフクロウが集ま
ことなく︑楽し

プも今から色々と計画を練り︑楽しみ

日中の暑さは変わりませんが︑朝夕

っている施設︶で

い２日間となり

にしています︒

プが７月

・

日と河口湖に旅行に行

てきました︒２日

で記念写真を撮っ

クドキドキの表情

何度も話し合い

りからみんなで

スケジュール作

２グループは

きたいと思います︒

︵春日︶

るように︑楽しい企画を取り入れてい

す︒皆さんの笑顔がもっともっと増え

月からはサークル活動も始まりま

員一同嬉しい限りです︒来年度のグル

の利用者さんを見ることが出来て︑職

たちで決めて実行し︑満足そうな表情

か﹂と︑話される方もいました︒自分

綾瀬あかしあ園だより

間動物を身近に感

を重ねて決定︒

さて︑バス外出が一段落したら︑次

ら楽しみです︒

ープバス外出は何処へ行こうか︑今か
マザー牧場やカ
ップヌードルミ

じ︑たくさんふれ
でした︒

竹の塚あかしあの杜きずな
（生活介護入所）だより
沢山のスケジュ

浜中華街と盛り

２年振りの旅行です︒こちらも利用者

は１泊旅行が待っています！昨年度

ぶりにふれあいフ

成田ゆめ牧場でＢＢＱ︑筑波山でロ

さんの一大イベント！楽しみにしてい

は︑震災の影響で中止となったので︑

ェスティバルを行

ールで疲れも充

ープウェイ登山︑横浜のカップラーメ

きずなは今年度より︑グループ毎の

います︒今年のテ

実感もたっぷり

る方が大勢います︒各班に分かれて︑

バス外出を行っています︒

ーマ︱は﹁スマイ

ンミュージアムでマイカップ作り︑話

ュージアム︑横

10
味わって︑皆さ

月

日︑２年

あい体験した旅行

１日目猿まわし

ってきました︒

20

さて足立あかしあ園では︑Ｂグルー

はしのぎやすくなってきました︒

は︑肩にフクロウ
ました︒

︵飯島︶

を乗せで︑ワクワ

19

14

ル！サンサン！〜

10

（2）
平成 24 年 9 月 25 日発行（隔月 25 日発行）
あかしあ

平成 24 年 9 月 25 日発行（隔月 25 日発行）
あかしあ
（3）

ートです︒

ｍ位

す︒これは︑長

い置き物が倒れたりします︒これが震

じ︑電灯などが大きく揺れ︑座りの悪

中を手さぐりで

充満させ︑その

ネルの中に煙を

のテントのトン

方形の

度７になると︑立っていることができ

通り抜ける体験

にしよう︒どんな絵を書いたらいいの

当日は︑３グループに分かれて競

ず︑はわないと動くことができず︑揺

着々と旅行に向けての準備が進みつつ

争︒文章が読みあがると同時に︑かる

れに翻弄されて飛ばされることもあり

震度４はほとんどの人が揺れを感

た目指して一直線︒机が壊れるので

でした︒もちろ

かな︒と迷いながらも思い思いに書い

は？と心配する位︑みなさんハッスル

ます︒固定していない家具のほとんど

ん煙は無害です

ていました︒

していました︒

が移動したり倒れたりし︑壁のタイル

今後も︑みなさんが楽しめる企画を

が︑長時間入っていると気分は良くな

煙の早さは︑水平方向へ進む場合は

いです︒
が多くなるとい

１秒間に 〜３ｍ︑垂直方向へ進む場

や窓ガラスが破損・落下し︑建物は傾

考え行っていきたいと思います︒
︵大沼︶

った状態になり

合は３〜５ｍと言われています︒実際

く物や倒れる物

あります︒体調に気を付けて︑楽しい
一泊旅行を迎えたいと思います︒
︵桐谷︶

竹の塚あかし あ の 杜 の ぞ み
（生活介護通 所 ） だ よ り
暑い日が続いていますが︑皆様お元
気にお過ごしでしょうか︒
竹の塚あかしあの杜のぞみでは︑奇
数月の第４金曜日に各グループごと
日に行われたグループレ

で︑グループレクを行っています︒今
回は︑７月

ます︒

車による地震︵揺れ︶体験と︑火災を

災害対策課のご協力をいただき︑起震

んどん震度が上

顔でしたが︑ど

位までは余裕の

皆さん震度５

引き返す場面もありました︒

す︒体験中︑ある人は中々前に進めず

いた手の感触を頼りに進んで行きま

も見えません︒その中を︑声と壁に置

に体験すると︑本当に中は真っ白で何

大谷田就労支援センター
大谷田ホームだより

想定した煙幕の中での非難訓練を行い

がるにつれ真剣

クの様子を紹介します︒
行いました︒２グループに分け︑どち

週間後の

日に︑足立区危機管理室

らが早く割れるか競争しました︒棒を

ました︒当日は︑梅雨明け

が︑できる限り多くの方に体験をして

体験できる方は限られてしまいました

置があるため階段を上る必要があり︑

す︒トラックの荷台に室内を模した装

始めは︑起震車を使い地震の体験で

を体験できなか

ます︶︒起震車

︵個人名は伏せ

もありました

きつっている人

がみつき顔がひ

ーブルの脚にし

ともなると︑テ

きました︒上半期︑利用者で入院をし

暑い夏を何とか乗り越えることがで

疲れ様でした︒

つけて行きたいと思います︒皆さんお

震の国です︒体験を通して︑常に気を

れないことを願いますが︑我が国は地

℃︶でした︒皆さん︑汗を

さる７月

持ち︑日ごろのうっぷんを込めて︑力
猛暑日︵

ぎ︒﹁早く食べたい﹂という声が上が

いただきました︒利用者・職員を含め

った人も真剣な

た方が３名おりましたが︑内１名は現

実際には︑このような体験が活かさ

いっぱい叩きました︒なかなか割るこ

流しながら行っていました︒

っていました︒午後に︑スイカを食べ

４名１グループ毎に分かれて行い︑震

眼差しで見てい

になり︑震度７

とができず︑みなさん悪戦苦闘してい

ました︒﹁スイカ︑スイカ﹂の大合

度４から震度７迄の揺れを体験しまし

在も入院加療中ですが︑他の方は回復

さぎょうグルー

今回は︑﹁かるた大会﹂を行いまし
た︒
﹁あかしあのもり

︵矢口︶

唱︒みなさん笑顔で食べていました︒

た︒皆さんおっかなびっくりで装置に

ました︒

され元気に通所されています︒４月に

神明福祉園だより

作業グループは︑利用者同士で順番

登り︑テーブルの下に潜り頭を隠し︑

を決めて︑企画から行っています︒

プ﹂を頭文字にして︑それぞれかるた

次は煙体験で
テーブルの脚に掴まったところでスタ

創作グループは︑﹁すいか割り﹂を

10

0.5

ました︒割れた時は︑みんなで大騒

1

の文章や絵を書きました︒どんな文章

35.3

26

27

率は平均

％台になっていますが︑長

頂く活動の提供を心がけました︒出席

期待して︑仲間との活動を作り上げて

しています︒通所することを楽しみに

を通して環境に慣れ自分らしさを発揮

入られた入園者も︑日々の活動や行事

とを意識的に取組む下半期としたいと

し︑問題点について把握し︑活かすこ

況にあると思います︒この差を把握

なのかという社会的障壁観点が弱い状

んな支援が︑支援時間はどの程度必要

色彩が強く︑本人の生活実態から︑ど

ますので︑気功に興味がある方は是非

は︑皆さんと一緒に体を動かしていき

は見学にお越し下さい︒また︑気功で

会になると思われますので︑是非当日

も人数が増え︑見応えタップリの発表

入ってまいりました︒どちらの講習会

様々でしたが︑

した︒大きさは

みんなで食べま

バターを作り︑

理して︑じゃが

たじゃが芋を調

育てたじゃが芋

どのような形で

う ︒!
秋といえば︑食欲の秋︑スポーツの

はとても美味し

ープでは︑お盆

あおぞらグル

も︑自分たちで

秋︑読書の秋︑睡眠の秋・・・色々な

かったようで

お越し頂き︑一緒に体を動かしましょ

秋がありますが︑皆さんはどの様な秋

す︒

︵渡邊︶

がお好きですか？私はやはり食欲の秋

思います︒

残暑が厳しい中︑遅い秋の足音が聞

が１番です︒特に秋刀魚に目がありま

期に休まれている方については通所で
月からは通所できる状況になっ

こえてきていますが︑皆様いかがお過

せん︒皆さんもそれぞれの秋を感じな

休み前に官公需

神明デイサービスセンター
だより

ごしでしょうか？
デイサービスでは７月・８月で新た

がら︑１日１日を大切に過ごしましょ

に４名の利用者さんを迎え︑総勢

来年４月には総合支援法が施行され

講習会の発表会

会＆フラダンス

年も︑音楽講習

残暑厳しい季節になりましたが︑皆

お仕事をいただ

きました︒﹁もうすぐ夏休みだから頑

張ろう﹂など︑声をかけあい協力して
神明福祉作業所は９月６日〜７日に

ど様々なことをして過ごされたようで

日頃の疲れを取る為︑旅行や買い物な

作業を行いました︒夏休みは︑皆さん
かけて︑那須高原へ１泊旅行に出かけ

︵大谷︶

す︒

﹁ご飯おいしかったね﹂など︑帰って

皆は︑水分摂取と栄養ある食事︑ゆと

を維持することが大変です︒オハナの

今年の夏の暑さはとても厳しく体調

グループホームオハナだより

きてからも思い出話に花を咲かせてい

りある生活と充分な休息︑そして秋の

お出かけの話︑笑いある生活でこの暑

ます︒温泉にゆっくり入り︑とても楽
かりんグループでは︑農園で収穫し

しい旅行になりました︒

者さん同士︑﹁お土産何買ったの？﹂

狩り︑森永製菓の工場見学です︒利用

ら出た意見を基に︑益子焼体験︑なし

てきました︒行き先は︑利用者さんか

様いかがお過ごしでしょうか︒

封入など様々な

名

家庭環境や要望等について把握し︑居

ます︒総合福祉部会の提言がしっかり

と︑気功講習会

会を行う音楽＆
会は︑発表に向

う︒

作業や箱折り︑

と生かされている法律とはいいがたい

から

フラダンス講習

判定もその内のひとつです︒現在の

けた練習に熱が

神明福祉作業所だより

︵都築︶

となりました︒

り︑空いているのは月曜・金曜の僅か
日

合的な支援が更に望まれています︒

月

となりました︒
そのような状況の中︑

11

︵日︶のイーストウェーブフェスティ

内容ですが︑総合福祉法の骨格に関す

の体験会を予定

多数盛り込まれています︒障がい区分
項目を含めた内容は医学的見地からの

106

11

バルに向け徐々に動き出しました︒今

る提言を理念として実践をすすめてい

しており︑発表
24

年の３年間に検討すべき事項が

きます︒総合支援法については︑

年

きます︒

えられる施設としての機能を高めてい

本人やご家族のニーズにしっかりと応

個々の課題に対し誠実に向き合い︑ご

火曜・水曜・木曜は定員一杯とな

宅支援や短期入所等のマネジメントを

る計画もありますが︑個々の利用者の

来年度からは相談支援事業を開始す

況になってきています︒

退院・通所と下半期には実現できる状

てきています︒入院中の方についても

とか

きる環境を整える取組を開始し︑なん

83

すすめ︑安定して生活を継続できる総

63

10

26
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／

︶などがあります︒

と思います︒

けることなくガッツで過ごしていこう

まだまだ残暑厳しい毎日︑暑さに負

かに開始しまし

の駐車場で賑や

ぎからセンター

さり︑夜７時過

や︑日常生活上の支援を必要とする方

む上で︑食事や入浴︑排せつ等の介護

い者で︑地域で自立した日常生活を営

支援等の日中活動を利用している障が

綾瀬ハウスは︑生活介護や就労継続

バラの鉢植をお届けいただいたり︑商

も楽しみにしています︒また︑美しい

中学校︑高校の生徒やＰＴＡとの交流

ますが︑利用者の皆さんは近隣の小・

いたり手を貸していただいたりしてい

どに︑ご近所の方からお声掛けいただ

日ごろ︑利用者の外出や散歩の時な

会出店︵

又︑オリンピックにも燃えた夏でも
た︒ドラゴン花

の住まいの場です︒入居希望者の受付

■【綾瀬ハウス】 （ケアホーム）のご紹介

ありました︒日本人の活躍を皆で応援
火の迫力に歓声

店街からは作業のお仕事をいただいた

が沸き︑手持ち

りと︑私たちは様々な場面で支えてい

し︑感動もしました︒結果がわかって

月初旬に入居可否のご連絡を差し上げ

いても一生懸命応援している利用者の

る予定になっています︒

は終了しており︑応募された方には

楽しんだり︑花火を持つ手が緊張して

各施設祭りでも︑地元の皆さんから

ただいています︒

秋になると過ごしやすい日々が続く

ー

アイデアをご提供いただき︑共に汗を

足立区綾瀬１ー

いたりしましたが︑最後の線香花火で

綾瀬駅南口に近く︑通所や買い物

日から︑綾瀬の東京武道

ますが︑先日︑カウントダウンの立派

館で柔道・剣道の東京国体が開催され

来年９月

■色とりどりの「ポーチュラカ」

謝申し上げます︒

夏を惜しむにはぴったりの素敵な花火

・木造２階建て
年３月

ある静かなハウスです︒
・定員

・入居開始 平成

５名

催しを︑スタッフ皆で考えていきたい
︵内田︶

■地域との交流

なボードができ上がったとのお知らせ

今夏のリハーサル大会に向けて︑綾

この間︑綾瀬あかしあ園の地域交流
会︵８／７︶︑足立あかしあ園の地域

瀬駅から会場への沿道に飾るプランタ

にお応えして︑

様のリクエスト

の方々との交流がありました︒

設のふれあいデー︵９／

夏休み中の８月

個お預かりし

ーを養生する募集がありましたが︑竹

の塚あかしあの杜でも

ていました︒毎日たっぷり水を注い

︶・神

／

で︑カードに利用者の皆さんのメッセ

今後は︑綾瀬あかしあ園︵９／
︶・足立あかしあ園︵

︶の施設祭
29

30

／

明障がい福祉施設︵

9

︶︑タートルマラソン国際大
14

ができたかなと思っています︒

ージを添えてお届けしました︒

り︑地元三七会の秋祭り︵

猛暑の中︑頑張られた選手の皆さん

・

花火大会﹂を開

大谷田障がい福祉施設︶︑あだち祭り

に︑ほっとした空間をお届けすること

／

催しました︒当

でのライオンズクラブ献血お手伝い

14

日は︑ショート

日に﹁第２回

12

11 10

を目にしました︒

さて︑あいのわ支援センターの谷中

︶と︑地域

懇親会︵８／ ︶︑神明障がい福祉施

お願い致します︒

と思います︒今後ともどうかよろしく

これからも皆様に喜んでいただける

流していただいていることに心から感

10
にとても便利な︑住宅街の一角に

11

大会になりました︒

・場所

ことでしょう︒今まで外に出られなか

は︑皆︑少し切ない気持になり︑ゆく

今後とも宜しくお願いします︒

出かけたいと思います︒

った分︑散歩と実りの秋を探しに皆で

花火の美しさを

緒に参加して下

21

皆さんは︑微笑ましい限りでした︒

い夏を乗り越えてきました︒

10

28

︵永山︶

あいのわ支援センターだより
暑さもひと段落し︑少しずつ秋の気
配を感じるようになってきました︒皆

20

ハウス︵ケアホーム︶では︑ご利用者

様いかがお過ごしでしょうか︒

25

ステイをご利用

／

10

11

10

31

︵

15

の方々もご一

17
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投稿欄
那須の湯に

（俳句・川柳など募集中です）

語り合う

しぐれ

虫時雨

曼珠沙華

古希となりけり

友と浸かりて

皆いつしかに
いつか来た径

天より地より
征一

啓司

佐々木きよ子
秋山

今村

年７月～８月）敬称略、順不同

編集後記

この夏は、一昨年に続き酷暑日が多く、耐え忍ぶ夏になってしまいました。

この酷暑も地球規模の気象変動の一部の現れで、こうした要因は、人類がより

快適な生活をのぞみ発展させてきた片方で、自然との調和を忘れてしまった負
平成

年４月より施行される総合支援法は、「障がい者制度改革推進会議総

の遺産の積み重ねからの発生と考えられます。

年７月～８月）
利用人数

７９９泊

１８９名

内児童

内児童

６６泊

１６名

お申し込みお問合せは後援会事務局

電話（３８４９）１１８８まで

（渡邊）

一人でも多くの方々にご賛同いただき、後援会への加入ご支援をお願い致します。

て後援会活動を行っております。

当法人の事業及び運営施設の発展を願い、財政的な援助をしていくことを主とし

●後援会加入のおねがい●

延べ利用日数

短期入所事業利用状況（平成

●竹の塚あかしあの杜「なごみ」・谷中支援センター

めている。法律の不足する部分を少しでも担い、安心を提供するために。

んな中ではあるが、あいのわ福祉会は相談支援事業所を立ち上げる準備をすす

がい者・家族にとっては酷暑であり、風雨にさらされる状況が続いている。そ

れる。社会的障壁を乗り越え安定した生活環境をと考えながらも、まだまだ障

分であるために手を挙げる事業者が少なく、基盤整備が出来ない状況も考えら

ない状況になっている。一つの方向を法律で示しながらも、その手立てが不十

を配属できるだけの報酬単価設定がされてなく、法律の理念や意思が発揮でき

ーソンとなる相談専門員については専任が原則とされてはいる。しかし、専任

聞き、総合的な支援プラン作成及びモニタリングの実施」というまさにキーパ

新しくスタートした相談支援事業においては、「障がい者本人や家族要望を

今後の検討とされている。

される法律にはなっている状況ではなく、障害支援区分による判定の仕組みは

合福祉部会」による『骨格に関する総合福祉部会の提言』の理念や意図が生か

25

この畔は
この一句
川べりの
９月に入っても暑い日が続いたが、流石に中旬ともなると、朝夕はめっき
り涼しくなってきた。
草木の茂る川べりなどでは、虫の音が天地から湧くように聞こえる。美し

（平成

い音色の中にも秋の物淋しさ、はかなさを感じるのである。（秋山）

後援会だより

)

◇特別会員 １(口１万円 )
宮本裕子、重田久美子、大川博司、大川恭子
◇団体会員 １(口５千円 )
青井三丁目中央自治会 ２(口

◇一般会員 １(口３千円～５千円 )
久保田博、古田土信勝、大野守幸、下川皖司、鈴木良雄
◇寄付者

～～

服部隆男、西村文雄、渡辺和彦、濱野幸彦、白石朋子、菊池はるみ
関沢美津江
※お詫び
７月号で一般会員富山博治と掲載いたしましたが、正しくは高山博治で
す。お詫びし訂正いたします

24
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