分

日（月）
時
時

分

年度 第４回評議員会・理事会報告

年３月

時～午前
分～午後
３階会議室

10

平成

平成
午前

開催日
評議員会
時

12 30

相談支援事業所を開設します

昨年の障害者自立支援法の見直し、「相談支援の充実」を踏ま

え、法人の事業として竹の塚あかしあの杜に「あいのわ相談センタ
ー」を開設いたします。

法の見直しの中では、福祉サービスの利用を希望する方は、求め

るサービスの内容と量の計画を自ら作成し、市区町村に提出する事

第１号議案
定款の変更について

平成

様に使ったら良いのか、分からない事や聞きたい事等が沢山あるか

が望ましいとされています。しかしながら、どんなサービスをどの

第２号議案

と思います。「あいのわ相談センター」は、それらをお手伝いする

利用者の方が希望される場合は、相談支援専門員等によるサービス

ための事業所です。なお、サービス等利用計画の作成に当たって、
平成

年度の後半に設立

周年の節目を迎えますが、平成４年の設立準備委員会発足時から

現在まで、共に担って下さった役員の皆さんには、長い間本当にあ
りがとうございました。
地域の中で、安心して今の生活を維持できる環境作りはまだまだ
途中ですが、今一度ご家族のエネルギーのある時に、障がいがある
人が将来、生活の変化があった時も元気に乗り越えられることを信

す。

事業種別：特定相談支援事業

実施場所：足立区竹ノ塚７ー

月

竹の塚あかしあの杜内

日～１月４日を除く）

年５月１日（予定）

職員配置：管理者１名 兼(務 ・)相談支援専門員１名

事業開始：平成

実施地域：足立区

対 象 者：身体障がい者・知的障がい者

午前９時～午後５時

（ただし、祝日、

営 業 日：月曜日～金曜日

Ｆ Ａ Ｘ：０３ー３８５９ー６６５９

電話番号：０３ー５８５６ー４１１４（直通）

ー

助になれればと考えております。詳しい事業内容は以下の通りで

い者の方が地域社会でより良い暮らしができるようなお手伝いの一

受けるサービスは自分で決めて行く」と言う国の方針の通り、障が

模で進めていきたいと考えておりますが、基本的には「自分たちが

制度は、本格的な実施に至っておりませんので、事業自体は小規

等計画の支援を受けることができます。

年度４月は、あいのわ支援センター谷中の１階多目的室

向けて職員と共に邁進いたします、

進を進めてまいりましたが、計画の最終年度に当たる平成 年度に

を明確化し組織改革、各委員会の立ち上げにより、具体的施策の推

また、２年目になる中期経営計画に沿って、常勤理事の役割分担

で、神明福祉園谷中分室を開設いたしました。

平成

案について熱心にご審議いただき、全ての議案が承認されました。

新年度に向けての事業計画（案）、予算（案）をはじめ、他の議

年度、最後の評議員会・理事会が終了しました。

諸規定の制・改正について（理事会）

年度事業計画（案）・予算（案）について

足立あかしあ園

午前

11

第３号議案

議案

18

30

25

場所

理事会

25
11 10

さて、社会福祉法人あいのわ福祉会は、平成

27

社会福祉法人あいのわ福祉会 理事長 岸本美惠子
〒 121 － 0012 東京都足立区青井４－３０－５
電 話 ０３（３８４９）１１８８
ＦＡＸ ０３（３８４９）７００１
●印刷足立区大谷田就労支援センター
法人ニュース「あかしあ」隔月 25 日発行

A K A S H I A

24

じ、様々な経験を重ねて欲しいと願っています。

11

29

25

●発行者
●連絡先

あ か し あ

24

24

日頃からのご支援に感謝申し上げるとともに、引き続きまして新

19

12

20

年度もよろしくお願い申し上げます。

25

あいのわ福祉会
社会福祉法人

No.165 号
2013 年３月 25 日

みんなの輪で支援をすすめ、「虐待」・「不適切な関わり」を
遠ざける安心できるあたたかな法人づくりを目指します。

簡単におさらいをしますと、障がい

を感じる方も少なくないかも知れませ

れ、この法律の名称にとても重い響き

人が、なにか責められる感覚にとらわ

虐待というと、介護・支援に関わる

り）のコントロール《声の高さ・話の

ェック」、支援場面等での「感情（怒

こと。具体例として「無意識の言動チ

ちが防止・解決のために今すぐできる

ない場合の身体拘束について」、私た

支援する、「障がいの理解・やむを得

例等を交えながら、「なぜ支援者が虐

者への虐待防止と養護者への支援とい

ん。押さえておきたいことは、誰かを

スピード・気持ちの高ぶり》」等々の

ても、迅速で多様な支援の取り組み

う趣旨で、対象となる障がいの方は身

罰するためのものではなく、「虐待を

現場的な示唆に富む、多くの気づきを

待に走るのかの心理的過程」の分析。

体障がい、知的障がい、精神障がい

受けた人」と「虐待をしてしまった

が、さらに求められています。今後も

の通報、届出、相談のあった件数は
（発達障がいを含む）等の方を対象

人」の両者を救うための拠りどころと

その中で、たとえば「ちゃん・くん呼

件（区市町村との重複含む）、都内区
に、養護者、施設職員、使用者（会社

いただいた盛り沢山な研修会でした。

び」はどういう意味をもつのか、「支

市町村へは２５９件とのことです。主

等）等による身体的（殴る・蹴る・

すべき法律だという理解が大切だと思

地域ぐるみで支える観点から、家族全

な内訳は養護者に関わるもの１４３

つねる等）、性的（わいせつな話を

います。

体を支援することを心がけていきたい

件、施設６３件、使用者（事業主等）

する・性的ないたずら等）、心理的

◆法人職員研修会「虐待・不適切な

援者と利用者の立場」の違いを理解し

件となっています。この数字のすべ

（怒鳴る・子ども扱いする・無視する

と思います。

てが虐待につながるものではないとの

等）、放棄・放任（食事を与えない・

といいます。

ことですが、この現実をどう受け止め

関わりとは何か、虐待防止・克服に向

月１日より、いわゆる虐待防

られるでしょうか。自分の近くにはな

熱があっても病院へ連れて行かない

けて」～「虐待防止法」との関わりを

昨年

い、遠い話ではないと言えそうです。

等）、経済的（賃金を与えない・必要

念頭に～

法律の施行後の４か月間で東京都へ

止法が施行されました。

悩みや困難があっても、みんなで上

なお金を与えない等）な虐待と示され

してそこにいられる」日常の環境づく

①利用者が「安心して話せる、安心

容にも照らして、大切なことは

虐待防止法の趣旨、法人研修会の内

◆法人の取り組みの視点と課題

手に支え合うために、あらためて法律

②そのために一人一人の利用者の障

りです。

がいの理解やその対応内容を職員チー

時より、足立あか
しあ園にて、会津大学短期大学部教授

ムとして研鑽・共通理解を図る取り組

日（火）
る方々への相談支援だと思います。

の市川和彦氏を招き、法人研修会を開

みを強化する。

３月

ています。

「介護疲れ」、「障がいへの理解・知

催しました。研修会には理事長はじ

きかを考えていきたいと思います。
◆「虐待を受けた人」と「虐待をし

め、法人職員約１４０名が参加し、現
を迅速に受け止め、対応することが周

からアンテナを張り、その様々な発信

があっという間に感じられました。

わかりやすくお話しいただき、２時間

場の実感に沿う内容を映像も交えて、

ねて、職員チームとして、統一した対

あたる対応の悩み等の事例検討会を重

③日頃、いわば「グレイゾーン」に

待防止法

りにいるものの努めだと思います。介

ら、自分は？と振り返る」、「そこ！

17

虐待防止法は、平成

護等の負担の軽減、介護の知識・技術

④虐待に至る要因が重なれば、家庭

面に活かす。

応指針作り、共通認識を図り、支援場

防止法、平成

を高める、心のケア、そのほかの専門

日常の支援現場で、「もしかした

等の施行に続くものです。正式な名称

陥りやすいかも知れないな」と思う事

年の高齢者虐待防止法

は、「障害者の虐待の防止、障害者の

的支援等が必要とされます。法人とし

12

養護者に対する支援等に関する法律」

年の児童虐待

識不足」等々の様々な要因で虐待に至

17

51
る場合があるといわれています。日頃

大切なことは、家族・親族・同居す

の趣旨をひもとき、私たちは何をすべ

10

てしまった人」の両者を救うための虐

12

16

（2）
平成 25 年 3 月 25 日発行（隔月 25 日発行）
あかしあ

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

でも・施設でも︑だれにでも虐待に走
る背景が潜んでいることを自覚し︑日

のほどよろしくお願いいたします︒

⑤なにより︑虐待・不適切な関わり

境づくりを心掛けたいと思います︒

がスムーズにできる職員意識・組織環

そして︑その第

行ってきました︒

方の働く機会を作り上げる取り組みを

してできる作業を生み出し︑利用者の

年５月から︑法人内の各施設間で共同

プロジェクトチームでは︑２０１２

細は︑あいのわ福祉会のホームページ

だくことができます︒生地の種類の詳

をお子様の好みに合わせてお選びいた

いただいておりますので︑生地の種類

だいています︒

て︑９︑８９０円でご提供させていた

っています︒８点セット販売価格とし

ＦＡＸ

ＴＥＬ

０３︵５８４９︶２０２９

０３︵５８４９︶２０２８

足立区大谷田就労支援センター

社会福祉法人あいのわ福祉会

保育園用」のご紹介

を遠ざけるためには︑より良い支援・

一弾目として︑２

をご覧下さい︒また︑お客様のお好み

「入園準備応援セット

サービスの向上を目指す事業の推進を

月中旬から︑保育

●お問い合わせ・ご注文はこちら●

たゆみなく続けていくことだと思いま

園向けの入園準備

頃から職階層間︑職員同士の相互注意

法人では︑各事業所より選出された

の生地を購入してお持ち込みいただく

事業所でのサービス向上・リスクマネ

じめ︑諸規定の点検・整備の実施︒各

ンプライアンス委員会の設置提案をは

ー ︵ ３ ︑５ ０ ０

①掛け布団カバ

応援セットは︑

この入園準備

に︑保育園様の規格をお伝えいただけ

規格どおりに作成いたします︒事前

当事業で縫製する生地も在庫させて

担当者による﹁虐待防止に関わる整
セットの販売を行

ことも可能です︒その際は︑商品によ

ジメント委員会等と連動した虐待防止

円︶︑②敷き布

今回の共同作業は︑注文対応︑一部

ますようよろしくお願いいたします︒

常のあいのあわ福祉会の風景として︑

て支援する仕事姿勢が︑これからも日

と職員一人一人が一生懸命︑心をこめ

一人一人の利用者の元気な声・笑顔

︵８５０円︶︑

円︶︑⑤エプロン

ッ グ ︵ ９ ０ ０

円︶︑④ママバ

ジャマ袋︵８５０

方々も戸惑いながら︑試行錯誤しなが

業ですので︑担当支援員も利用者の

た︒これまで取り組んだ経験のない事

ることを念頭に事業を立ち上げまし

け利用者の方が参加できる機会を設け

縫製や︑袋詰め︑納品など︑できるだ

全ての商品について︑各保育園様の

ので︑事前にご相談下さい︒

誰にも感じていただけるように取り組

⑥給食おしぼり

ら︑お客様の期待にお応えできるよ

http://www.ainowa.or.jp/

備﹂委員会を発足させました︒委員会
っています︒

の取り組み体制づくり︑利用者対応の

団カバー︵３︑

す︒

は各事業所間の連携を軸に︑法人のコ

事例検討・共有化︑虐待防止の啓発活

５００円︶︑③パ

って使用する生地の長さが異なります

動等に取り組んでいきます︒

んでいきたいと思います︒

︵３６０円︶︑⑦

この事業は︑関係者の皆様のご協力

う︑良い商品作りに頑張っています︒
なしには成り立たないと考えていま

お手拭きタオル
⑧ 上 履 き 入 れ

す︒是非︑新しい挑戦にご理解ご協力

︵３６０円︶︑
︵６００円︶とな

りましたが︑この冬は寒さが続き︑天
からもいっぽいっぽ前に進んでいけた

かしあ園共に

︵塩田︶

らと思いますので︑どうぞよろしくお

周年を迎えます︒これ

した︒いよいよ来年度は法人・足立あ

援︑ご協力本当にありがとうございま

今年度も足立あかしあ園へのご支

はない出し物だっ

は他のグループに

沢山で披露︒手話

＆コーラスの盛り

を手話＆楽器＆歌

が︑﹃ハピネス﹄

番手は２グループ

印象的でした︒二

棒でお馴染みティーカップを持った水

ことができました︒ドラマからは︑相

ていて︑すばらしい仮装の数々を観る

の新年会は去年よりグレードアップし

競い合う﹁きずな新年会﹂です︒今年

で考えた仮装を披露して︑その良さを

している６つのグループが︑自分たち

例の新年会が行われました︒普段活動

す！！

気予報の雪の予想を目にすることも多
願いいたします︒

足立あかし あ 園 だ よ り

いですね︒桜の花を頼りに︑気持ちよ

春の声も聞かれるはずの年度末とな

く地域をお散歩できる日が早く来て欲

目が集まりました︒ラストは︑１グル

皆で仲良く暮らしてめでたしめでたし

ばたいて去ってしまうはずが︑最後は

女の子になった鶴がその恩を返して羽

谷豊さん︑アニメの世界からはサザエ

ープがメキシコをイメージした衣装＆

といったオリジナリティーあふれる鶴

たので︑大好評で

内容は各グループ対抗の歌＆ダンス

ダンスで﹃ラバンバ﹄を披露︒ストー

の恩返しに︑観客も審査員も見入って

しいですね︒

合戦︒６名の審査員による採点の合計

リー性のある内容で盛り上げ︑見事優

いました︒そんな中から優勝したチー

さん︑ディズニーからは奇麗なマーメ

点で優勝グループを決めます︒その審

やっぱり︑みんなで集まって行う行

勝しました︒

した︒三番手は︑４グループの男性陣

京スカイツリー︑新しくなった東京駅

査員は︑この日のために来日した﹃よ

ムは︑ゴールデンボンバーの曲を踊り

外出活動が組まれています︒Ａグルー
合戦﹄を行いました︒実は︑この行

﹄︑﹃紙飛行機﹄のメドレーを
Baby
披露︒ゴールデンボンバーのように顔

た︒鶴を助けるところから始まって︑

恩返し﹂を演じたチームがありまし

プは東京タワー︑Ｂグループはお台
場︑Ｃグループは野田の醤油工場見学
事︑

を白く塗って登場した利用者さんに注

月に行う予定だったのですが︑

と︑それぞれワクワクしながら行き先

諸事情で延期に︒皆さん待ちに待った

先頭を切って２月８日︵金︶にはＡ
グループ外出でした︒２台のバスで東

行事です︒

り！審査員を魅了して堂々の優勝で

した︒お腹も膨れたころに︑東京タワ

では︑ワイワイと賑やかな食事の席で

カン﹄に合わせて

え歌と﹃ジンギス

さかな天国﹄の替

出し物は︑﹃お

いですね︒

づいてきました︒暖かな春が待ち遠し

寒い冬が終わり︑桜が咲く季節が近

さい︒

お体には十分お気をつけてお過ごし下

しみな行事が待っています︒皆さまも

す︒とっても楽しい新年会でした︒３

ーの展望台へ︒高さと怖さとで笑顔い

皆さまいかがお過ごしでしょうか︒

３グループの

っぱい・ちょっぴりドキドキで楽しん

ダンス︒個性的な

︵宇津木︶

月は旅行︑４月はお花見とわくわく楽

でくることができました︒
３月の外出も準備はバッチリで

さて︑年が明けたきずなでは︑毎年恒

でした︒ホテルでの高級お弁当の昼食

12

ダンスと笑顔が

竹の塚あかしあの杜きずな
（生活介護入所）だより

を決めてきました︒

19

寒さが残る中ですが︑各グループの

などをバスから見学してから目的地

こうちガガ﹄を始め︑豪華アーティス

事は盛り上がります︒今後もみんなで

熱唱したチームでした︒激しい踊りと

ード︒各チーム趣向を凝らした仮装と

の東京タワーと品川プリンスホテル

楽しく盛り上がれる機会を大切にして

見事な化粧と仮装に観客は大盛り上が

が﹃夜空のムコウ﹄をエアバンドで︒

へ！！天気には恵まれましたが︑出発

トが勢揃い︒審査員の登場から大盛り

︵草野︶

女性陣が﹃女々しくて﹄︑﹃

前から風の冷たさに震えながらバスに

上がりで︑トップバッターの３グルー

いきます︒

日に︑全体行事﹃歌＆ダンス

乗り込み︑都内をバス観光︒利用者の

プは﹁やりにくい・・・﹂と言ってま

２月

皆さんもボランティアさんも職員もバ

した︒

Call Me 劇がくりひろげられ︑観客席からは大
歓声があがりました︒なかには﹁鶴の

ス内︑屋内に入るとホッとするぐらい

綾瀬あかしあ園だより

20
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から日頃のうっぷ

の職員が︑女性陣

では︑男性チーム

でした︒罰ゲーム

女性チームの勝ち

した︒接戦の末︑

ッチが入れられました︒晴れのテープ

支柱に取り付けてある制御装置のスイ

トが行われ︑利用者の方により信号機

んなど︑関係者が見守る中テープカッ

協力いただいた大谷田上自治会の皆さ

トされ︑職員・利用者の方︑設置にご

前日には横断歩道が真新しくペイン

電源が入れられ稼働を開始しました︒

今まで誰も言い出

されているのに︑

んなにも大勢通所

を伴う人たちがこ

路を渡るのに危険

が難しい人⁝︒道

に顔を向けること

てしまう人︑左右

竹の塚あかし あ の 杜 の ぞ み
（生活介護通 所 ） だ よ り

ポーツセンター︵うきうき館︶の体育
んを込めて︑ボー
ました︒勝ち敗け

カットは︑綾瀬警察署交通課課長・係

不思議なくらいでした︒私自身も︑何

さなかったことが

日︵月︶に足立区立スイムス

館で行った﹁全体レク﹂について紹介
ルを当てられてい

今回は︑運動会と外部からプロのジ

長︑大谷田上自治会会長︑そして︑利

１月

します︒
ャグリングの方を招いてみんなで楽し
に関係なく︑みな

んと言わせよう﹂など︑みんなで盛り

は︑負けられない﹂や﹁女性をぎゃふ

ぶない﹂・﹁どこまであがるの？﹂と

が︑天井すれすれまで上がると︑﹁あ

ジャグリングの披露でした︒ボール

その後は︑プロパフォーマーによる

機を付けてくださ

しボタン式の信号

田の前の道路に押

グループに変更になります︒これから

グループも︑現状の２グループから３

を迎え︑

名で活動をしていきます︒

年度からは︑３名の新しい利用者

ところでしょう

台？に１台という

ってくれる車は

の︑人を見て止ま

断歩道があるもの

施設前の道路に横

か︒歩行が極めて
遅い人︑ゆっくり
としか動けない電
動車いすの人︑遠
くに車が見えるだ
けで横断を躊躇し

月に行った利用

思います︒

年

月に綾

年を超える月日がかかり

した︒長時間に渡る取材で︑利用者の

ジテレビＦＮＮスピークで放映されま

なお︑当日の模様が︑２月

日のフ

に︑あらためて感謝を申し上げたいと

もに︑お世話になった関係者の皆さん

横断できることを思いホッとするとと

これで︑利用者の皆さんが安心して

いただきました︒

からも︑信号機設置の要望書を上げて

世話になりました︒地元の自治会さん

るまで面倒を見ていただき︑本当にお

や相談やらで︑すっかり顔なじみにな

ました︒警察の担当の方とは︑お願い

してから︑

瀬警察署に信号機設置の陳情書を提出

ントになりました︒平成

て︑テープカットまで行う大きなイベ

てはされど信号機という想いがあっ

たかが信号機ですが︑私たちにとっ

大いに反省をさせられました︒

故そのことに気が付かなかったのかと

みました︒

人にお願いしました︒

用者の方お

運動会の種目は︑男女対抗リレーで

年

信号機設置に向けた活動のそもそも
の発端は︑平成

上がっていました︒ボンボンや︑チ

い︒﹂との要望が

て︑﹁またやりたいね﹂という声が多

ームの旗などの応

不思議そうに見上げていました︒日頃

出されたことでし

く出ていました︒

援グッズを作るな

ななかなか見ることができないジャグ

た︒そういえば︑

す︒事前に男女それぞれ分かれ︑順番

ど︑男女それぞれ

リングの世界に感激していました︒

や作戦会議を行いました︒﹁男性に

11

者アンケートで︑ある方から﹁大谷

工夫を凝らしてい

く！﹂・﹁こっ

もみなさんが楽しめる企画をたくさん

当日は︑﹁早
ち︑こっち！﹂と

考え行っていきたいと思います︒

日︑仮設置されていた︑足立
区大谷田障がい福祉施設前の信号機に

２月

大谷田就労支援センター
大谷田ホームだより

︵大沼︶

大声援︒自分で精
漕いで進んでいる
人や︑ボランティ
アさんやご家族の
方と笑顔で走って
いる人など︒それ
ぞれ楽しんでいま

21

21

10

35

25

3

2

いっぱい車いすを

25

12
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さん楽しんでい
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例によってごく短い時間だったのがち

ので楽しみにしていましたが︑放映は

方も数名がインタビューを受けていた

した︒長時間に渡る取材で︑利用者の

ったり︑施設の展

くできるようにな

りが︑より美味し

活動ではうどん作

事がありました︒

返るといろいろな

今年１年を振り

帳に励ましや感想

た方々から御意見

す︒御覧いただい

だけた事と思いま

くの方に見ていた

が出来上がり︑多

個性溢れる作品

利用者の方々の

の方にとっても多

にとっても利用者

いきました︒職員

ために退所されて

なサービスを選ぶ

は︑ご本人に必要

利用者の方１名

年通所されていた

そんな中で︑長

年度もおわりに近づくと共に︑あ

神明福祉 園 だ よ り

︵萩原︶

示物を創作し華

を沢山いただき︑

くの経験と思い出

ょっぴり残念でした︒

やかに飾っていま

更には通所希望の問い合わせもあり︑

していくために︑ショートステイの利

しています︒油絵・水彩画・塗り絵

間︑絵画講習会の作品展の開催を予定

気持ちになりまし

別れが大変寂しい

通所最終日には︑

また︑利用者の皆さんが地域で暮ら

す︒

たたかな季節と新年度が近づいてきま
す︒

用や居宅支援の活用など力を入れて支

と︑こちらも個性豊かな作品展となり

た︒

がい福祉施設﹂を開催いたしました︒
バイオリン・フル
ート・ピアノによ
る演奏や参加型音

い日々が続いておりますが︑

年度も

り︑２月後半から早くも症状が現れ辛

い生活を応援してくれることを願って

が︑地域で受けるサービスが︑よりよ

日まで綾瀬メトロ

トした神明福祉作業所は︑宿泊行事︑

者さん３名を迎えてにぎやかにスター

今年度最終月となりました︒新利用

年度

︵柳︶

今年はことのほか厳しい寒さだった

グループホームオハナだより

ろしくお願いいたします

も取り組みたいと思います︒どうぞよ

実した活動を提供できるよう︑

画の準備を進めているところです︒充

福祉作業所は︑来年度に向け活動計

います︒
︵都築︶

ギャラリーにて︑

神明福祉作業所だより

いと思います︒

残りあと僅か︑気を引き締めて行きた

ゃると思います

これからも入所

たので︑その方の

援してきました︒４月と比べると利用

そうです︒綾瀬駅を御利用の際は是非

日の期

神明障

日に︑学習振興公社の

されている方が増えてきました︒今後

お立ち寄り頂き︑感想等を残して頂け

in

さて︑２月

利用者の皆さんの希望を大事にしなが

主催で﹁ふれあいコンサート

ら︑より制度を活用し﹁地域で暮ら

される方︑退所さ
︵金井︶

ると︑利用者の方々の励みにもなりま

す︒

す﹂ことを支援していきたいと思いま

楽で︑楽しく過ご
しました︒クラッ

神明デイサービスセンター
だより
春の訪れと供に︑暖かな日差しに喜
びを感じる今日この頃︑いかがお過ご
デイサービスで

しでしょうか？

絵手紙・陶芸講習

楽しく終えることができました︒

施設祭︑外出︑季節行事とそれぞれに

は︑２月１日〜

24

シックを中心とし
うほどでした︒演
奏に合わせて楽器
ズムにあわせなが
ら体を動かしたり
する方もたくさん
いました︒みなさ
んそれぞれ楽しん
だり心が和んだの

今年は花粉が非常に多い予報とな

れる方がいらっし

31

すので︑宜しくお願い致します︒

日〜

を残していただい

て聞き入ってしま

次回作品展は︑５月

嬉しい限りでした︒

をならしたり︑リ

16

会の作品展を行い
ました︒

25

21

ではないでしょう
か︒

15

24

平成 25 年 3 月 25 日発行（隔月 25 日発行）

（6）
あかしあ

とも言われる花粉と共にやってきて︑

きました︒春の兆しは昨年の５倍の量

冬でしたが︑やっと春の兆しが見えて
ないかと思います︒ご冥福をお祈りい

祈り︑見つめていてくれているのでは

んなが早く笑顔に戻ってくれることを
床から３床に変

ョートステイが２

４月より２階のシ

﹁綾瀬ハウス﹂オープン

４月１日より︑綾瀬駅から徒歩５

更︑３階ショート

分位の場所に綾瀬ハウスがオープン

たします︒

ステイが２床から

します︒３月

嬉しいような苦しいようなそんな日々

１床に変更になっ

内覧会が行われ︑多くの方が︑新築

春に向かってみんなでがんばりま
す︒健康に気をつけながら︑みんなと

たり︑綾瀬ホーム

の綾瀬ハウスの見学にお見えになり

が続きます︒オハナのみんなもマスク
が欠かせない毎日です︒花粉には加湿
一緒に豊かな気持ちで過ごしていきた

に引っ越しをする

日の３日間で

も有効とのことで︑空気清浄機と加湿

利用者の方たちが

いいたします︒

中での変化があり

着いた雰囲気で︑装飾や備品もオシ

白を基調とした室内はとても落ち

日〜

器がフル回転で動いています︒
︵永山︶

いと思います︒今後ともよろしくお願

天気が寒かった２月は帰宅後の散歩

あいのわ支援センターだより

ャレな物ばかりです︒思わず︑住み

いたりと︑生活の

ました︒

も行かれないことが多く︑この時期の
楽しみは室内のイベントです︒２月と
いえばバレンタイン︒オハナの黒一点
たくなりますが︑中国からはｐｍ２・

が︑皆さんが毎日

あるかと思います

る匂いや︑ご飯

食手作りの食事を作り︑パンの焼け

最初は不安等も

ます︒

お菓子を買いに出かけました︒この日

５が吹いてきたり花粉が例年よりも何

楽しく生活ができ

の炊ける匂いで

昨年の４月より支援センター１階で

４月１日よ

目が覚めそうな

大喜び︒ただし食べるときはみんなで

神明福祉園谷中分室が始まり１年が経

４月にホームの利用者の方の企画で

り︑入居者の方

員野球でバックア

仲良く分けあって食べました︒ その

ちました︒最初は初めての施設で戸惑

ガイドヘルパーを利用してお花見を計

との新しい生活

気がします︒

次の週はお友だちの誕生日会をしまし

っていたり不安も多くあったりしたと

画しているようです︒日々の生活の中

ップしていきたいと思います︒

た︒美味しいお誕生日メニューとケー

思います︒

３月に入りとても悲しい出来事があ

のような雰囲気の

活動をしていたか

い報告ができたらと思っています︒

︵永池︶

す︒

したいと思いま

えないホームに

ームで笑顔の絶

がスタートしま

りました︒オハナができた当時から一

中︑小人数です

年度も更により良いあいのわ支援

での楽しみは︑毎日の頑張りにも変わ

緒に過ごしてきたお友だちが急逝され

が賑やかに毎日笑

センターを目指して頑張っていきたい

しかし︑今ではもう何年も一緒に

ました︒他利用者︑ご家族︑支援者み

いの絶えない谷中

と思いますので︑よろしくお願いしま

すが︑アットホ

んなが深い悲しみの中にいます︒あま

分室になっていま

した︒

キで︑誕生日の歌を歌ってお祝いしま

オープンキッチンでは︑職員が毎

は毎週︑来ていただいている訪問マッ

倍？と多く舞っていたりと︑外に出か

るように職員が全

たいなと思ってしまいます︒

サージの先生︵男性︶にも買ってプレ

ける時にはマスクは必需品ですね︒

春らしい陽気になり外にお出かけし

15

ゼントしました︒もらった男性たちも

の男子のために︑女性陣が心を込めて

13

るので大事ですよね︒

りに突然の別れで今も彼女がいないこ

す︒

次回の法人ニュースでお花見の楽し

とが信じられません︒まだ彼女の温も

用者の方たちは︑

谷中ホームの利

す︒

りを感じ︑毎日彼女とお話をしていま
す︒しかし天国からきっとオハナのみ

25
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投稿欄
手土産は

桜餅

暮しかな

（俳句・川柳など募集中です）

堤の寺の

いつもの春の

秋山

神尾

啓司

幸子

編集後記

３月に入り、各施設個人面談等が行われ、１年の振り返りと次年度の支援

計画の見直しが行われている頃かと思います。

今年度は、１６３号にも記載しましたが職員研修の新しい取り組みとし

月から月１回のペースで研修会

て、勤続５年までの職員を対象に、「良質なサービスの提供」「効率的な

業務運営」「職員の生産性向上」を目的に

申し込み・お問合せは後援会事務局

ソリューショ

項目の質問に答え自分の行動特性を知

電話（３８４９）１１８８まで

（丸山）

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●

だきまして、ありがとうございました。

最後になりましたが、法人ニュース「あかしあ」を、この一年ご愛読いた

とご支援よろしくお願いいたします。

る職員と新体制になるところもありますが、温かく迎えていただき、ご理解

４月には、新しい利用者さんをお迎えします。職員も新しい職員、異動す

に生かしていけることを願っています。

修会で学んだことを、その時その時で終わることのないように、日頃の支援

間、ウトウト？する職員もなく真剣に、また笑いもありの研修会でした。研

とはないか？を各自出し合い、皆の前で発表しました。日中支援の後の２時

った上で、５～６名のグループに別れて日頃の職員会議等でイラっとするこ

ン（問題解決法）」を学びました。

ンの手段として自分自身と相手の行動特性を知る「ＤｉＳＣ

が行われています。私も一度だけでしたが参加しました。コミュニケーショ

11

この一句
ここにある

年１月～２月）敬称略、順不同

３７泊

15

東日本大震災以降、いつもの平凡で平穏な生活が、いかに大事で幸なこと

（平成

か、思いを新たにいたしました。（秋山）

後援会だより

た。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
●竹の塚あかしあの杜「なごみ」・谷中支援センター

内児童

内児童

年１月～２月）
１３０名

短期入所事業利用状況（平成
利用人数

６４０泊

１３名

★今年も多くの皆様の後援会へのご加入、ご寄付、誠に有り難うございまし

渡辺和彦、足立区肢体不自由児者父母の会

濱野幸彦（１月・２月）、西澤歯科医院、五十嵐悠、西村文雄

◇寄付者

霜田文夫

◇一般会員（１口３千円～５千円）

25

延べ利用日数

25
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