愛灯学園 定期便（2017-夏-300） 2017 年 7 月 15 日

—今回の表紙—
we are

the world
松浦 真典

愛灯学園

定期便

【2017 夏号】

人物画が得意な松浦さんが
海外の本を見ながら描きまし
た！色々な国籍の方がみんな
にっこり笑っています(*^^)v

〒080-2475 帯広市西 25 条南 4 丁目 8 番地
TEL: 0155-37-5777 Fax:0155-37-5783
●発行日 2017（平成 29）年 7 月 15 日
●発行者 阿部宏彦（管理者）●編 集 愛灯学園広報委員会

叡 智

学 園 訓

愛 情

探 求

とは他の人の何倍もエネルギーを使うと語っていまし
愛灯学園

支援係長

藤森誠

最近「発達障がい」について、よく話題になってい
ます。先日は NHK で発達障害の特集を放送していま
した。
内容は発達障がいの方は、感覚の入り方が健常者と
違うとのことでした。テレビに出ていた方の話による
と、例えばスーパーに行くと、冷房の音、冷蔵庫の音、
お客さんの声などたくさんの音が入りすぎて気分が悪
くなるということ。光がまぶしすぎて外出がつらいこ
となどが紹介されていました。
その他にも、相手と会話をするときに、周りの音、
相手の顔のホクロまですべて気になって会話をするこ

た。また周りから「少しだから我慢しなさい」と言わ
れるのが何より辛いとも語っていました。いわゆる「健
常者」と言われる人たちは、彼らの過敏な感覚という
のは理解しにくいのです。
しかし、支援者の多くは「健常者」と言われる人た
ちで、彼らの過敏な感覚や辛いという思いを理解して
支援していかねばなりません。
愛灯学園で生活されている方々もおそらく、生活し
にくい感覚があると思います。それは普段から生活の
支援をするだけではわかりません。
専門的な知識があってこそ、彼らの過敏な感覚のサ
インに気づき、支援していけるものだと思います。
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６月２５日、第３回目となる家族交流会が地域交
流ホール虹にて開催されました。
流ホール虹にて開催されました。
交流ゲーム（競技）は６種目
は６種目で、
で、どれも好プレー・
珍プレーが飛び出す白熱した展開となりました。
「デカバトンリレー」では、普段は隠している実
力を発揮して、猛スピードでゴールへ向かわれる方
や、「変身しちゃえ」では、華麗に変装して決めポ
ーズで写真を撮る方もいらっしゃいました。
ーズで写真を撮る方もいらっしゃいまし た。
「借り
人競争」では、“カッコいい人”の札を取り、阿部
施設長も急きょ参加することになったり、
施設長も急きょ参加することになったり、「愛灯ウ
ルトラ○×クイズ」では、数々の難
ルトラ○×クイズ」では、数々の難問・珍問？に悩
問・珍問？に悩
みながらもたくさんの皆さんが参加して下さいま
した。最後は恒例になった「ご家族
した。最後は恒例になった「ご家族 VS 職員シーツ
バレー対決」で、思いきり体を動かして元気一杯に
盛り上がり、約２時間の
約２時間の楽しいひとときを過ごすこ
楽しいひとときを過ごすこ
とができました。
たくさんの笑顔と笑い声に包まれた、温かく充実
した交流会となりました。（高橋宏明）
）

♪
♪アフリカン
アフリカンコンサートを開催しました
アフリカンコンサートを開催しました
コンサートを開催しました♫
５月２７日に愛灯学園ホールにて
５月２７日に愛灯学園ホールにてアフリカンコン
アフリカンコン
サートが開かれ、
サートが開かれ、PERCUSSIONN
PERCUSSIONN UNITES＆
UNITES
BAKULULUAFRIKA による訪問演奏が行われまし
による訪問演奏が行われまし
た。彼らは、活動の拠点を
た。
活動の拠点をケニア・セネガル・ヨー
活動の拠点をケニア・セネガル・ヨー
ロッパ各地・アジア各国・日本各地と幅広く展開し、
ロッパ各地・アジア各国・日本各地と
展開し、
幼稚園保育園・小中学校・お祭
幼稚 保育園・小中学校・お祭りやイベント等にて
保育園・小中学校・お祭りやイベント等にて
演奏活動を行い、
演奏活動を行い、音楽の楽しさを伝えています。
音楽の楽しさを伝えています。
音楽の楽しさを伝えています。現
在全道ツアーの真っ只
全道ツアーの真っ只
全道ツアーの真っ只中で、愛灯学園にも来園して
中で、愛灯学園にも来園して
いただけました。
彼らのケニアの音楽は
彼らのケニアの音楽はアフリカの音楽に馴染みの
アフリカの音楽に馴染みの
ない方にもスーッと心に入っていくようで、利用者
ない方にもスーッと心に入っていくようで、利用者
の方も自然と体が動かされていました。また、彼ら
の方も自然と体が動かされていました。また、彼ら
の陽気なリズムや沸
の陽気なリズムや沸き上がるパッションに夢中にな
き上がるパッションに夢中にな
り、みんなも笑顔になり、音楽のパワーで、みんな
り、みんなも笑顔になり、音楽のパワーで、みんな
を一つにしてくれ、存分に楽しむことができまし
た！（小原恵美子）
た！（小原恵美子）
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６月１日に愛灯学園１階ホール
６月１日に愛灯学園１階ホールにて開園記念行事
にて開園記念行事
を行ないました！
まずはゲームとして、
まずはゲームとして、皆さんでビンゴをしました。
皆さんでビンゴをしました。
利用者の皆さんの写真を使ってオリジナルのビンゴ
カードでしたので
カードでしたので、
、「自分の写真が出てくるかな
…？」とどきどきした方もいたかも
？」とどきどきした方もいたかも
？」とどきどきした方もいたかも!?
!?。ビンゴが揃
ビンゴが揃
った方にはお菓子の詰め合わせの景品をプレゼント
しました☆ ビンゴの後は、一年間のイベントの写
真をまとめたスライドショー
真をまとめたスライドショーを上映しました。皆さ
を上映しました。皆さ
んお菓子を片手に真剣な表情で見ていました！昨年
んお菓子を片手に真剣な表情で見ていました！ 昨年
度のイベントの写真もあり楽しかったことが思い出
されたのではないかと思います。
今年度は利用者の皆さん一人一枚絵を描いた旗を
今年度は利用者の皆さん一人一枚絵を 描いた旗を
繋げてガーランドを作り、ホール
繋げてガーランドを作り、ホールいっぱいに飾りま
いっぱいに飾りま
した！中には一人で二枚
した！中には一人で二枚三枚つくってくださった創
三枚つくってくださった創
作意欲溢れる方も居て、とっても大きくて素敵な作
品に仕上がりました☆ 最後はそんな素敵な作品と
一緒に記念撮影をして終了しました！（森田有紀）
一緒に記念撮影をして終了しました！（森田有紀）

研修報告

不審者対応訓練を行いました

４月２８日愛灯学園にて
４月２８日愛灯学園にて不審者対応訓練を行いまし
不審者対応訓練を行いまし
た。訓練では、
た。訓練では、不審者が侵入した際の対処の仕方、不
不審者が侵入した際の対処の仕方、不
審者が連行されるまでの一連の流れ、刺叉の使い方、
護身術など様々な事を警察官の方に来てもらい、教え
て頂きました。不審者が連行
て頂きました。不審者が連行されるまでの一連の流れ
されるまでの一連の流れ
では実際に１１０番をして通報し、パトカーが来て不
では実際に１１０番をして通報し、パトカーが来て不
審者が連行されるという
審者が連行されるという実際の流れを体験
実際の流れを体験しました
しました
が、とても迫力があり印象に残っています。
相模原の事件のようなことがいつ起こるかも分から
ない中、この不審者対応訓練を通して、不審者への対
処の仕方を知ることは大切なことだと思います。
利用者さんの安全を脅かすこのような
利用者
の安全を脅かすこのような不測の事態に
の安全を脅かすこのような不測の事態に
も対処ができ、
も対処ができ、守れるようにするために不審者対応訓
守れるようにするために不審者対応訓
練で教わった事を忘れずに、対応できるようにしたい
と思います。
思います。
（成田
（成田茉樹）
）
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テーマ

ひとこと
かしわ棟

「春のお花見外出」

介護棟

なごみ

打矢淑子

岡本駿

栁沼真也

かしわ棟東ユニットは５月７日に
芽室嵐山山荘にてお花見を行いまし
た。昼食は焼肉！！盛りだくさんでお
腹いっぱい摂取しました。
食後、のんびりと満開の桜やお花を
鑑賞する予定でしたが、外に出るとぽ
つぽつと雨が…。お花見は少しでした
が満開の桜の下で記念撮影をしまし
た。その後温泉へ、雨にあたり少し冷
えたため、ゆったりと入浴をして温ま
り・疲れをとりました。最後にケーキ
を購入し帰園後に摂取されました！

平成 29 年 5 月９日新得山に生活
介護棟生きがいグループの花見に
行ってきました。
当日は天候にも恵まれ、桜を見な
がら散歩し、体を動かした後、バー
ベキューをしました。
皆さん美味しいと話され、最後に
河川敷でのんびりと桜を見ながら
アイスを食べています。食事や景色
を楽しまれ、皆さん大変満足されて
いました。

5 月 11 日に焼き肉ガーデン幕
別にてお花見をしました！
当日は雨が降っており外で焼
き肉をすることが出来ませんで
したが、みなさん笑顔で焼き肉を
食べられていました！
散策が出来なかったため、音更
方面までドライブをしてきまし
た。途中で咲いている花を見たり
しながら皆さん楽しいひととき
を過ごされました。来年は晴れま
すように！

あかり
飯沼琴美

あおぞら

こもれび

杉本麻梨絵

佐野翔太

あかり東ユニットは５月１２日、札
内のいなほ公園へお花見に行って来
ました！雨が降らないかと心配でし
たが、日ごろの行いの良い皆さんのお
かげか、雨が降る事はなく、無事に終
える事が出来ました。
広い公園内をたくさん歩き、アスレ
チック遊具でも遊びました！
ボリュームたっぷりのお弁当もあ
っという間に完食！皆さん、とっても
良い笑顔で楽しまれていました★
お花は咲いていませんでしたが、楽
しいお花見になったと思います！

５月１６日、近年定番となりつつ
ある池田の清見ケ丘公園にてバー
ベキューを行いました！
お肉、野菜はもちろんのこと、皆
さんから毎年好評の魚介類も堪能
しました。
天候は優れず肌寒さもありまし
たが、たくさん食べ、炭火で暖をと
りながらの焼肉も良い思い出にな
ったのではないでしょうか…♪焼
肉を楽しんだあとは、デザートでア
イスクリームを食べにいきにっこ
り満足で幕を閉じました。

5 月 23 日、こもれびユニット
は「道立十勝エコロジーパーク」
にてお花見行事を行いました。天
候はやや曇り空でしたが、空気は
暖かく風も穏やかで非常に過ご
しやすい環境のもと焼き肉を行
いました。
お肉や魚、野菜やうどんを皆様
美味しそうに召し上がっていら
っしゃいました。
その後は、エコロジーパークを
散策しお花見行事を終了いたし
ました。

ガクエンカレンダー

お知らせ！！

人事短信

７月～ ９月

７月

内科健診

８月１０日（木）～２２日（火）ま
で、帯広市民ギャラリー（JR 帯広駅

７月 １日付

１１～１４日 お盆休み

地下１階）で『LIFE 展３＆北海道ア

小西 順子（看護師）

１３日 愛灯夏祭り

ールブリュット展』が開催されます！

７月から８月

利用者さんが作った奇想天外な作品

一泊旅行・日帰り旅行

がたくさん展示されます。ぜひ、ご来
場ください！お待ちしております♪
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◆入職

８月 ６日 アザレア感謝祭

