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今月の表紙 ～ガラス絵～ 

（作者は左上時計回りより） 

安藤明美・巌ルミ子・片倉真寿美 

冬澤千鶴・竹市美佐子・末岡さち子 

一泊旅行にてガラス絵を作成しました。切られ

ているガラス片から自身の考えた絵に合わせ

て組み合わせていき、創作しました。 

何を描いたかは想像してみてください！ 
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知的障がい者の高齢化  

愛 灯 学 園 係長 鎌田 友洋 

近年、障がい者支援施設では入所者の方々の高齢化

が進んでいます。愛灯学園においても、平均年齢が

48，2 歳となっており高齢化が進んでいるといえま

す。このような状況において「高齢化・老化が課題と

なっている」としている施設が、全国で 8 割にも上が

っているようです。しかし、一方で「高齢化・老化に

対するプログラムの用意」を行っている施設は 5 割に

も満たないのが現状です。 

私たちも数年後を見据え、高齢化や老化に対する支

援を、日中活動・生活介護・社会生活（地域との繋が 

り）と云った３つの側面から考えていかなくては

なりません。 

利用者の方々が高齢になっても、楽しく参加が出

来る活動の内容の提供には、安心安全はもちろん

のこと、医療や介護の知識・技術の向上が求めら

れます。また、ユニットケアの特徴を生かして個

別での関わりを増やし、利用者の方々の「今」に

合わせた支援を行っていく事が大切だと感じてい

ます。日々勉強を重ね、職員一体となり取り組ん

でいきたいと考えています。 

 常に本人に寄り添い、その方の人生と一体化し

た支援を考え、寄り添う福祉サービスを目指して

いきます。 
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８月６日に

今年も快晴の中開催することができました。

ら法人行事と変わり、３年目の

がる想い～」をテーマとし、

協会を知っていただけるよう準備・企画を進めました。

昨年も好評だったふわふわドームを始め、

トルにチャレンジした

さん・ご家族の皆さん、地域の皆さん

だけたかと思います。また

なりさま」

も、

ステージイベントはボランティアの方々によるステ

ージパフォーマンスも行われました。

ジイベントでは利用者さんと職員による

ました♪当日の発表に向けて、

集まりフルートやピアノ演奏

た！また、実行委員による髭ダンスも

れたでしょうか？こちらも夕方にこっそりと集合し練

習しました。

行事を通し、利用者さんの日常生活とはまた違う笑顔

を見ることができ嬉しく思います。お忙しい中、ご来場

いただきありが
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なりさま」（「かみなりさま」と叫ぶ

も、小さなお子さんたちに好評でした。

ステージイベントはボランティアの方々によるステ

ージパフォーマンスも行われました。
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ました♪当日の発表に向けて、
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た！また、実行委員による髭ダンスも
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愛灯学園

第３回アザレア感謝祭が行われました！

今年も快晴の中開催することができました。

ら法人行事と変わり、３年目の

がる想い～」をテーマとし、

協会を知っていただけるよう準備・企画を進めました。
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行事を通し、利用者さんの日常生活とはまた違う笑顔

を見ることができ嬉しく思います。お忙しい中、ご来場

いただきありがとうございました。（飯尾樹里）
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アザレア感謝祭が行われました！

今年も快晴の中開催することができました。

ら法人行事と変わり、３年目の今年は「地域に発信～繋

がる想い～」をテーマとし、地域の方々により帯広福祉

協会を知っていただけるよう準備・企画を進めました。

昨年も好評だったふわふわドームを始め、

THE 流しそうめんなど、利用者

さん・ご家族の皆さん、地域の皆さん

だけたかと思います。また名物ともなりつつある「かみ
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ージパフォーマンスも行われました。

ジイベントでは利用者さんと職員による

ました♪当日の発表に向けて、毎日夕方に

集まりフルートやピアノ演奏で歌の練習に励みまし

た！また、実行委員による髭ダンスも

れたでしょうか？こちらも夕方にこっそりと集合し練

行事を通し、利用者さんの日常生活とはまた違う笑顔

を見ることができ嬉しく思います。お忙しい中、ご来場

とうございました。（飯尾樹里）

７月２５日から

た。研修では

虐待に準じた対応・具体例や弊害、虐待の発

止策について学びました。

職員や入職年数が

の利用者さんに対する関わり方・ケアを見直す良い機会となり

に防ぐためには職員１人

止に努めなくてはいけないと強く感じました。
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ージパフォーマンスも行われました。愛灯学園のステー

ジイベントでは利用者さんと職員による音楽演奏をし

毎日夕方に１階ホールへ

で歌の練習に励みまし

た！また、実行委員による髭ダンスも皆さんご覧になら

れたでしょうか？こちらも夕方にこっそりと集合し練

行事を通し、利用者さんの日常生活とはまた違う笑顔
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虐待防止研修を行いました

２５日から全４回

研修では虐待防止法の特徴・考え方

虐待に準じた対応・具体例や弊害、虐待の発

止策について学びました。

職員や入職年数が違う職員同士

の利用者さんに対する関わり方・ケアを見直す良い機会となり

に防ぐためには職員１人

止に努めなくてはいけないと強く感じました。
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虐待防止研修を行いました

全４回にわけて坪井副施設長を講師

虐待防止法の特徴・考え方

虐待に準じた対応・具体例や弊害、虐待の発

止策について学びました。最後に

違う職員同士で話し合い、

の利用者さんに対する関わり方・ケアを見直す良い機会となり

に防ぐためには職員１人 1 人の意識だけでは難しく、チーム全体で意識して虐待防

止に努めなくてはいけないと強く感じました。
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虐待を未然

人の意識だけでは難しく、チーム全体で意識して虐待防  



日中活動で取り組んでいる創作作品を展示し、障がい理解とアールブリュットの浸透を目的とした「
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アールブリュットとは

衝動のままに表現した芸術

今回は愛灯学園と

回は北海道

ールブリュット作品を約

街中の利便性やお盆期間もあって１０００

「とてつもな

た。次年も良い作品展が開催できるよう。日々の活動を頑張っていきたいです。
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くパワーを感じる」「面白い作品ばかり」「見ていて楽しい」などお褒めのお言葉を沢山頂戴しまし

た。次年も良い作品展が開催できるよう。日々の活動を頑張っていきたいです。

 

１０月 眼科検診

１１月  

２日 インフルエンザ予防接種１回目

３０日 インフルエンザ予防接種２回目

１２月 忘年会

２８日 おもちつき
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アールブリュットネットワーク協議会、釧路の福祉事業所シッポファーレさんとも共催

点展示しました。 

街中の利便性やお盆期間もあって１０００名以上の方々にご来場いただきました。作品を見た皆さんからは

パワーを感じる」「面白い作品ばかり」「見ていて楽しい」などお褒めのお言葉を沢山頂戴しまし
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とう夏祭り

まい屋内での開催となりましたが、皆さんそれぞれ軽

食やゲームを楽しまれていました。

カ・

コーナーと、輪投げ・ヨーヨー釣り・

ームコーナーを設置して実施しました。

フルトは人気で、途中で売り切れる程でした

夏祭り後半では男性職員による女装コンテストが行

われ、希望された方々は女装した職員と一緒に写真を

撮影されていました。笑顔の写真も多く、皆さんとて

も楽しまれていた様子でした。

夜には雨も止んだので、毎年恒例の花火大会

手持ち花火と

ち上げ花火は

り、

 

インフルエンザ予防接種１回目 

インフルエンザ予防接種２回目 訃
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日中活動で取り組んでいる創作作品を展示し、障がい理解とアールブリュットの浸透を目的とした「

12 日間、帯広市民ギャラ—にて開催されました。

、伝統や流行、教育などに左右されず自身の内側から湧きあがる

あいとうの皆さん約 30 名

協議会、釧路の福祉事業所シッポファーレさんとも共催

名以上の方々にご来場いただきました。作品を見た皆さんからは

パワーを感じる」「面白い作品ばかり」「見ていて楽しい」などお褒めのお言葉を沢山頂戴しまし

た。次年も良い作品展が開催できるよう。日々の活動を頑張っていきたいです。

8 月 13 日の午後に愛灯学園１階ホールにて

とう夏祭り」を開催しました。

まい屋内での開催となりましたが、皆さんそれぞれ軽

食やゲームを楽しまれていました。

カ・フランクフルト

コーナーと、輪投げ・ヨーヨー釣り・

ームコーナーを設置して実施しました。

フルトは人気で、途中で売り切れる程でした

夏祭り後半では男性職員による女装コンテストが行

われ、希望された方々は女装した職員と一緒に写真を

撮影されていました。笑顔の写真も多く、皆さんとて

も楽しまれていた様子でした。

夜には雨も止んだので、毎年恒例の花火大会

手持ち花火と打ち上げ花火

ち上げ花火は上がると拍手されている方もいらっ

り、満喫されていました

訃 報 

7 年 10 月 15

 

日中活動で取り組んでいる創作作品を展示し、障がい理解とアールブリュットの浸透を目的とした「

日間、帯広市民ギャラ—にて開催されました。

、伝統や流行、教育などに左右されず自身の内側から湧きあがる

名 40 点の作品を展示しました。また今

協議会、釧路の福祉事業所シッポファーレさんとも共催

名以上の方々にご来場いただきました。作品を見た皆さんからは

パワーを感じる」「面白い作品ばかり」「見ていて楽しい」などお褒めのお言葉を沢山頂戴しまし
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われ、希望された方々は女装した職員と一緒に写真を

撮影されていました。笑顔の写真も多く、皆さんとて

も楽しまれていた様子でした。
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ひとこと テーマ 「一泊旅行」 

 ７月４～５日ニセコへ一泊旅行にいきました。長距離の移動、あいに

くの曇り空でしたが支笏湖を眺めながらのんびりと移動しました。コテ

ージに到着し夕食は BBQ！夕食後は近くの温泉に入りにいきました。 

２日目は洞爺湖にて遊覧船に乗り野鳥をみながら、ゆったりと満喫さ

れました。帰りにはきのこ王国により、きのこ汁を堪能し帰路につきま

した。（小原恵美子） 

 7 月 11～１２日、釧路・阿寒方面へ一泊旅行に行きました。 

道中楽しみながら阿寒へ向かい、ホテル花ゆう香の夕食バイキングで皆

さん好きな物を選び、大変美味しそうに食事され、その後温泉で入浴し、

ゆっくりと休まれています。 

二日目はオンネトーを観光しています。皆さん食事・温泉を楽しまれ、

とても充実した旅行でした。（岡本駿） 

 
上野英貴さん・遠藤慎也さん・大金貴志さん・森本謙次さんと職員の

6 名で夕張方面に旅行に行きました。 

ズリ山登山やアイスクリーム作り、バーベキュー、宿泊など様々な体

験を通して、旅行メンバーの距離が近くなったように感じました。また、

表情豊かで活き活きしていた様子もそれぞれあり、良い旅行となりまし

た。（池田ニタイ） 

 ７月２６～２７日利用者さん４名と職員３名で網走まで旅行に出掛

けて来ました！1 日目はオホーツク流氷館へ行き、展示流氷の見学や－

２０℃の世界の体験。2 日目はサクランボ狩りを行い、天候にも恵まれ

充実した旅行となりました。 

長時間の車移動でありましたが、帰りの車内では「楽しかったね！」

と話も弾み、また来年の旅行も楽しみになりました♪（長橋かおり） 

 8 月 16～17 日、マイクロバスを借りて旭川方面に出掛けてきまし

た。ますは旭山動物園で動物を見学！ホテルではバイキングでお腹を満

たし、温泉で疲れをとってぐっすり夢の中・・・。 

翌日はガラス体験で、透明な板ガラスに色のついたガラスを並べ、自分

だけの作品を作ってきました！来年も十勝を出て楽しんできたいと思

います！！（山本紗織） 

 8 月 21 日～22 日、伊藤里美さん、小川真奈美さん、中村優子さん、

高柳美香さん、職員 3 名で浦幌、池田、中札内を旅してきました！！ 

1 日目は浦幌へ移動しゆっくりと温泉に入り、コテージに宿泊しまし

た。夕食はみんなで焼肉パーティーをしました。2 日目は池田と中札内

では池田ワイン城にて昼食をとり美味しい物を食べ、その後買い物を満

喫しました。（菊池まゆり） 

新しく入所されました 

大塚
おおつか

 祐司
ゆ う じ

さん 

１０月２日より愛灯学園に入所されました。 

慣れないことも多く戸惑われる様子もありますが、楽しい生活になる

よう本人のペースに合わせて支援をしていきます。 

みなさん、どうぞよろしくお願いします。 
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