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今月の表紙
「三寒四温 さんかんしおん」
門脇和行
水が滴る様子を見るのが
好きな利用者さんが、ドリ
ッピング技法を用いて１
滴ずつじっくりと描いた
作品です。
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叡 智

新年度を迎えるに当たって
愛 灯 学 園 施設長 阿部 宏彦
平成 28 年度は私たちにとって忘れられない衝撃的な
年となりました。元職員による障がい者施設の襲撃殺傷
事件や台風豪雨による福祉施設の甚大な被害、入居者自
身が火を放ち、同居のメンバーが複数亡くなったグルー
プホームの放火事件など、これまでの日常では想定でき
ない事件や事故でした。
利用者の生命と暮らしを守ると云うことが、単に日々
のケアを充実するだけで事足りる時代ではなく、社会の
歪みや自然の脅威と云う途方もないアクシデントにも
対応出来る力も必要になっています。
これまでも述べてきたように、重度重複障がいや高齢
となった方々の支援は、それを支えるスタッフの質量が
大きく影響します。人員の確保のみならず、ケアに係る

●編 集 愛灯学園広報委員会
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専門的知識技術の習得、そして何よりも人として互
いを尊重しあえる人間性を高めていく必要がありま
す。さらに利用者の生活を支える職員自体が心身と
もに健康で安心して働ける環境になければ、質の高
い支援は維持できないものです。
こうした点を踏まえ、本年度は重度障がい者の安
寧な生活拠点となるよう、更なる支援の満足度向上
に向けた“個別ケア”の充実を図ります。また大規
模地震や風水雪害など、災害発生時に迅速且つ適確
に行動できるよう、災害備品の備蓄や被災時対応の
訓練、他施設事業所等との連携協力体制の構築を目
指します。これからの愛灯学園は、単に施設利用者
へのサービス提供だけではなく、地域生活の拠点と
して、共生社会の一翼を担う役割を果たしていける
よう努めていきます。
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園内活動では午前中は主に園内歩行や外気浴・室
内での活動を行っています。また、音楽活動やジャ
ンべを行ったり、ひょっとこ踊りやフラワーセラピ
ーのボランティアの方を招いて、普段とはまたひと
味違う活動を楽しんでいます。
創作グループではランプシェード・羊毛フェルト
等様々なものを創作し、学園祭や展示会に向けて
日々活動しています。土曜日にはＤＶＤ鑑賞を行い、
真剣にスクリーンを見ながら時折「ははっ」
「かわい
い」等の声もあがってきています。
午後は男女に分かれての活動となってしまいます
が、外気浴や買い物・カット等外に出る機会を多く
設け、楽しんで活動が出来るようにしています。よ
り皆さんが楽しんで活動に参加できるよう、更に工
夫を凝らしながら今年度も取り組んでいきたいと思
います。（山本紗織）
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あおぞらグループは自閉症利用者18名を対象と
し、日中活動のサービスを提供しています。サービス
を提供する上で、利用者さんが毎日を楽しみながら活
動が行えるよう心掛けております。
利用者さんの特性はそれぞれ違うため、各々に合わ
せて作業活動、創作活動、余暇活動、軽運動等のメニ
ューを取り入れて、日々活動しています。
生活をする上では、自立を目的としており、活動を
通じて地域社会との接点を持つことができるよう配
慮しています。また、今年度は1日・1週間・1ヶ月の
単位で利用者さんのニーズに沿うメニューを取り入
れていき、満足度の向上を目指していきたいと考えて
います。（齊藤真義）

活動紹介

生

生活介護棟には、現在 20 名の方々が利用されて
います。生活介護棟では、地域で生活されている方
に創作活動又は生産活動の機会の提供や身体機能、
生活能力の向上を目指して支援をしています。
健康増進、余暇活動をメインとする「ほのかグル
ープ」と、制作活動をしながら喜びを見つけていく
「生きがいグループ」
、そして陶器を作る「窯業グル
ープ」の３グループに分かれて日中活動を展開して
います。その他に乗馬療育や園芸、おやつ作りや外
出レクレ—ションなども定期的に実施しており、利
用者の方々が楽しく活動に参加できる機会を提供し
ています。
（石田浩二）
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旧舎をアトリエとして使用している「あーとスペースぐるぐる」
は、今年で活動が 3 年目になります。昨年度より創作アドバイザ
ーとして専任の職員が着任し、利用者の方々の作品の質がどんど
ん上がっています。画用紙に絵を描くだけではなく、襖やドアに
色塗ったり、彫刻刀を使った作品、段ボールを使った作品など、
作品の幅も広がってきています。
出来上がった作品は園内は勿論、地域の公共機関でも作品の展
示をしています。昨秋には創作作品の展示会「LIFE 展」を開催し
ました。今年も開催予定のためぐるぐるメンバーの意欲も上がっ
ています。発表するためだけではなく、創作している時間が楽し
い時間となるよう支援者たちも頑張っています。
（藤森誠）
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日中活動の一環として、乗馬活動を行なっております。
乗馬を行なう事によって、身体的または精神的なリラク
ゼーション効果をもたらします。また、馬に乗る事がで
きなくても、馬に触れたりエサを上げるなど、大きな動
物との「ふれあい」が大きな自信にもつながります。
昨年度より、乗馬専門のスタッフが加入したことによ
り、乗馬を行なう機会が以前よりも多く提供することが
できるようになりました。また、使用している馬２頭（金
太郎号・桃太郎号）の馴致、調教をより高いレベルで行
なう事により、「安全」「安心」なプログラムを組むこと
につながっています。
より多くの利用者の方々が「馬」に携われるよう、関係
するスタッフの知識や技術を高めながら支援を行なって
いきたいと思っています。
（安住祐弥）

あおぞら科よりおしらせ

５月より堆肥販売行います！

５月～
お花見（各ユニット毎に実施）
６月～
1 日 開園記念行事
２３日 家族交流運動会

人 ・事 ・短 ・信

学園カ レンダ ー

あおぞら科では今年度も『バーク堆肥』を１袋４㎏￥１００で販売を行います。
バーク堆肥とは、樹木の皮（バーク）を発酵させて作った土壌改良材で、種や苗を植える前の土壌に対し
て３割程度を混合すると土中の保肥性・保水性・通気性が高まります！！！
１０袋以上ご購入の方、市内近郊であれば配達も致しますので、ご希望の方は是非愛灯学園あおぞら科（３
７—５７７７）までご連絡ください。
（根岸裕子）

退職

入職

３月３１日付
谷口 悠
小原 奈津美
佐久間 兼司
佐藤 誠

４月１日付
阿部 克憲
佐野 翔太
奥村 愛美
成田 茉樹
吉田 芽生

坪井
佐野
長橋
野尻

一身
光彦
かおり
香菜
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テーマ 「この春入職しました
「この春入職しました！」

ひとこと
法人事務局
事務長

愛灯学園

あ

べ

かつ のり

阿部 克憲

４月１日付で帯広福祉協会に就
任致しました。法人事務局
任致しました。法人事務局及び、就
。法人事務局
労継続支援 B 型事業所あいとうを
担当させていただきます。この地で
利用者の皆さま及び、法人に貢献し
ていけるよう、今までの経験を活か
しつつも、新たな取り組み等も模索
しながら、自分なりに、自分らしく
務めて参ります。どうぞよろしくお
願いいたします。

愛灯学園
さ

の

みつひこ

愛灯学園に配属されました、佐野
光彦と申します
光彦と申します。趣味はスポーツ
。趣味はスポーツ
（野球・アイスホッケー・柔道は黒
帯）と車・バイク（ドライブから整
備まで全部！！）です。
備まで全部 ！）です。
前職は警察官でしたので、前職で
培った体力と忍耐力
培った体力と忍耐力は誰にも負け
は誰にも負け
ない・・・・つもりです。初めての
ない・・
つもりです。初めての
ことだらけで不安ばかりで
ことだらけで不安ばかりですが、気
合と根性でがんばります。
合と根性でがんばります。よろしく
お願いします。

愛灯学園

かず み

この度、愛灯学園に就任することと
なりました、坪井一身と申します。
2001 年、富良野から十勝に移住し、
今年で 15 年目を迎えます。
これまでの期間、高齢者福祉に携わ
り、障がい者福祉施設での業務は 15
年のブランクがありますが、一刻も早
く皆様の力になれるよう日々努めて
参りますので、どうぞよろしくお願い
致します。
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支援員 佐野 翔 太
初めまして。愛灯学園に配属に
なりました、佐野翔太です。
好きなことは体を動かす事です。
社会人として支援員として至らな
い点ばかりですが、一日でも早く
仕事に慣れ、より
良い支援が出来る
よう努力していき
ます。よろ
ます。よろしくお
しくお
願い致します。

愛灯学園
おくむら

まな み

支援員 奥村 愛美
はじめまして！四月から愛灯学園
に配属となりました、奥村愛美です。
大学では四年間音楽療法を専攻して
学んでまいりました。
得意な楽器は 11 年間続けている打
楽器です。まだまだ勉強中の身、至ら
ない点ばかりですが、明るく元気に自
分のできることを生か
し、多くのことを学んで
いきたいです。宜しくお
願い致します。

愛灯学園

こんにちは。北星学園大学福祉臨
床学科から来ました成田茉樹です。
趣味は大学のサークルでやってい
た社交ダンスと秘境駅を見ること
です。未熟な所も多くご迷惑をかけ
ることも多いと思いますが、利用者
さんの事を常に考え
さんの事を常に考え、寄り添えるよ
寄り添えるよ
うな支援を目
標にして精一
杯頑張ります。
よろしくお願
いします！！
いします！
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副施設長 坪井 一身
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支援員 佐野 光彦

支援員

愛灯学園

ながはし

支援員 長橋 かおり
はじめまして。４月から愛灯学
園に配属となりました、長橋
園に配属となりました、長橋かお
りです。まだま
りです。まだまだ分からないこと
だ分からないこと
ばかりですが、楽しく働けたらと
思っています。たくさん
思っています。たくさんご迷惑を
ご迷惑を
おかけする
かと思いま
すが、これか
らもよろし
くお願い致
します。
ます。

愛灯学園
のじ り

か

な

支援員 野尻 香菜
初めまして。帯広大谷短期大学
帯広大谷短期大学、
、社
会福祉科子ども福祉専攻から来まし
た野尻香菜です！かしわ棟に配属と
野尻香菜です！かしわ棟に配属と
なりました。慣れない事も多く
慣れない事も多く、たく
た
さんのご迷惑をおかけすることにな
るとは思いますが、精いっぱい
精いっぱいがんば
がんば
っていきた
いと思いま
す。よろし
よろし
くお願いし
ます！！

よし だ

支援員 吉田

め

い

芽生

4 月から愛灯学園に配属になり
ました、吉田芽生で
吉田芽生です。
す。私は以前、
ボランティア活動や実習を通し
てお世話にな
てお世話になってお
っており、そして、
り、そして、
この度支援員として採用をいた
だきました！！
1 日でも早く先輩方や利用者さん
のお役に立てるよう仕事を覚え
ていき
ていき、たくさんのことを学んで
、たくさんのことを学んで
いきたいと思っています。
いきたいと思っています。精いっ
精いっ
ぱい頑張りますので、よろしくお
頑張りますので、よろしくお
願いします！

