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ゆきだるま 
きらめき利用者と職員

で制作しました！ 

きらめき利用者９名全

員います。どの雪だるまが
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   新年の挨拶 

支援課長 山口友昭 

 

新年明けましておめでとうございます。 

早いもので新しい年を迎え、半月が過ぎようとし

ていますが皆さんどのようなお正月を迎えられた

でしょうか。 

 昨年を振り返ってみますと、まず思い浮かぶのは

虐待・暴行事件が後を絶たないという悲しい現実で

す。  

一昨年、世間を震撼させたあの神奈川県での事件 

 

以降も、各地で支援施設においての事件が報道され

ています。あってはならないことではありますが、

逆に言えば同じようなことがいつでも、どこでも起

こってしまうかも知れないということでもありま

す。 

われわれはこれからも自分自身はもちろん、周りの

言動も確認し合いながら当たり前のことを当たり前に

進めていけるよう努めていきたいと考えています。 

 この一年が皆さんにとって明るい話題に囲まれ、よ

り良いものとなるようお祈りして巻頭のご挨拶と致し

ます。本年も宜しくお願い致します。 
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２０１７年１０月

海道知的障がい者芸術祭「みんなあーと２０１７

のステージ部門に参加してきました。

同芸術祭では、全道から総勢２３チーム参加され、

その中で私たちハランベー「

他事業所メンバーから成り立つ、ジャンべ（アフリ

カン太鼓）をこよなく愛するチーム」

を全力で発揮することができ、「北海道知的障がい福

祉協会会長賞」という、準優勝にあたる賞を受賞す

ることができ、例年よりも上の賞を頂くことができ

ました。

普段から月２回程練習を組み、メンバーみ

仲良く笑顔を崩さず、楽しくジャンベを叩いてきた

成果だと思います。

そして、今回のステージでは、ハランベー結成当初

からの先輩メンバーがステージを引っ張り、のびの

びと自身に溢れたパフォーマンスを魅せてくれまし

た。

今回の受賞でグランプリも夢じゃないことが確信

になりました。今後も練習を重ね、来年こそ、グラ

ンプリ目指し、精進していきます。

１２

大に行われ、愛灯学園、つつじが丘学園の皆さん合わせて

名ほど参加されました。濱口さんのお母さんもお見えになり、

餅こねのお手伝いを頂きました。

外は真冬で寒く、参加されてる皆さんも鼻水が出ていました

が、もち米のいい匂いに誘われてか、学園の外は常に人だかり。

杵で餅をつきたい人も沢山集まり臼の周りも常に人だかりとな

りました。

参加されたみなさん

に響き渡り、とても楽しい時間となりました。

残念ながら、ついたお持ちは鑑賞用のため食べることが出来

ませんでしたが、

といいなと願いを込めて、行いました。（藤森誠）
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参加されたみなさんの「よいっしょ」という掛け声が、寒空
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１０月３１日にハロウィンパーティを行いました。

パーティーに向けて、

装作成を行いました！お互いに何を作っている化は当

日まで秘密です。女性は魔女や悪魔、かぼちゃのお化

け、男性はみんなでおそろいの何とも不気味なマスク

を作成しました。

当日はみんなで衣装のお披露目会と写真撮影、その

後柏村先生、阿部事務局長

ックオアトリート！」とお菓子をもらいに行きました。

最後に、もらったお菓子と食堂にお願いしたカボチ

ャスープとを持ち寄ってハロウィンパーティを開催致

しました。

しませていただき、

終わったハロウィンパーティでした！

冬は、インフルエンザ・胃腸炎など感染症が蔓延しやすい季節です。

感染症から身を守るために

すので、

予防対策は

ます。

しゃみが人にかからないよ

の中の隅々まですすいで吐き出し、その後新しい水を含み

管理：適度な湿度（４０％以上）を保つようにしましょう

う。（小西順子）
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2 月 節分

ウィンターフェスティバル
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け、男性はみんなでおそろいの何とも不気味なマスク

当日はみんなで衣装のお披露目会と写真撮影、その

、総務の前田さんに「トリ

ックオアトリート！」とお菓子をもらいに行きました。

最後に、もらったお菓子と食堂にお願いしたカボチ

ャスープとを持ち寄ってハロウィンパーティを開催致

職員も様々な仮装をして皆さんと一緒に楽

全員で協力し合って無事大成功に

終わったハロウィンパーティでした！（奥村愛美）

感染症
冬は、インフルエンザ・胃腸炎など感染症が蔓延しやすい季節です。

日常生活での予防対策が大切です。どの細菌やウイルスでも予防の基本は同じで

感染の機会を減らしましょう。

病気を引き起こす病原体が手に付着し、そこから口や鼻、目などの粘膜から体内に侵入し

石けんを使ったこまめな手洗いを習慣づけましょう

うにティッシュや手で鼻や口をおさえて顔をそむけましょう

の中の隅々まですすいで吐き出し、その後新しい水を含み

管理：適度な湿度（４０％以上）を保つようにしましょう
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ひとこと      テーマ「忘年会」 
１ ２ 月 ４ 日 十

勝ガーデンズホ

テルで女性利用

者さん６名で忘

年会を行いまし

た。 １年の締め

くくりを、食事や

ゲームで楽しく

過ごされました。色彩豊かで豪華な料理を頬張られ、輪

投げゲームでは真剣に輪を投げて手を叩く方、ガッツポ

ーズをされる方、頷く方等、様々な表情をされました。 

最後に景品を手にされ笑顔がいっぱい見られた素敵

な時間でした。（青山縁） 

 １２月５日、

なごみ・こもれ

びユニット合同

忘年会を十勝川

温泉笹井ホテル

にて行いまし

た。  

ホテルでは色

とりどりのお膳を頂き、余興として利用者さん参加型

のゲームも行い楽しい雰囲気の中で行えました。 

降雪があり道路も悪かったですが、多くの保護者の

方に参加して頂き、にぎやかに皆さん楽しまれていま

した。（佐野翔太） 

１２月８日幕別

グランヴィリオホ

テルにて女性利用

者さん６名で忘年

会を行いました。 

保護者の方にも

参加して頂き、賑

やかな忘年会とな

りました。 

昼食は鍋やお刺身など盛りだくさんでした。会食の後

はミニゲームひもくじを行い、景品を貰ってにっこり笑

顔でした。最後の温泉入浴はのんびりゆったりと、１年

の疲れをとりました。（打矢淑子） 

あおぞらグル

ープは十勝川の

大平原ホテルに

て忘年会を行い

ました。豪華な

食事に、仮装ゲ

ーム、普段の生

活の様子をとら

えたスライドショー鑑賞…。利用者も職員も保護者も

一緒になり楽しんだ素敵な時間でした。 

忘年会で写した写真の“笑顔”を振り返り職員も自

然とにこやかな表情に…。今から来年度の忘年会も待

ちきれません！（池田ニタイ） 

１２月１５日

に札内ガーデン

温泉で女性③グ

ループの忘年会

を 実 施 し ま し

た。昼食は和食

中心のお弁当を

食べ、昼食後は

楽器を使用した簡単なゲームを行っています。 

その後、石田さん・江上さん・濱口さんは温泉入浴、

片倉さん・高柳さんは周辺の散歩と鴨への餌やりを行い

ました。皆さん穏やかな表情で忘年会を楽しまれていま

した！（野尻香菜） 

１２月１９

日に新嵐山荘

にて生きがい

グループ６名

で忘年会を行

なっています。

1 年の疲れを

美味しいご飯

と暖かい温泉で癒すことが出来たことでしょう！ 

短い時間ではありましたが、みなさん思い思いに楽

しまれていました。最後は、利用者さんの挨拶で忘年

会を締めくくっています。来年も元気に頑張りましょ

う！（松岡遥香） 

入所しました 

 

 

 

１１月６日、つつじヶ丘学園より愛

灯学園へ、篠岡（しのおか）あかりさ

んが入所されました！ 

かしわ棟・あおぞらグループ所属と

なります。どうぞよろしくお願いしま

す！ 

人事短信 
退職： 上田知真 

（１１月３０日付） 
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