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今月の表紙 

～ハロウィン創作・収穫祭～ 

園内の利用者さん全員が協力し完成

しました！短期入所者さんにもご協力

いただき、ハロウィンらしい素敵な作品

に仕上がりました！ 
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愛 灯 学 園 支援係長 鎌田 友洋 

先日発生した胆振東部地震では、十勝管内においても

甚大な被害をもたらしました。被害に遭われた皆様には

心よりお見舞い申し上げます。当学園においても停電に

よる被害が大きく、利用者の皆様、ご家族の皆様には大

変ご迷惑とご心配をおかけしました。 

地震発生直後から複数のスタッフが駆け付け、発電機

の準備や、水道水等の確保など施設長を中心に利用者さ

んの生活が一日、数時間でも早く日常に戻るよう対応を

してきました。また、緊急時の対応に不慣れな職員も朝

早くから出勤し利用者さんの支援にあたり、迅速に対応 

できたことにより、停電という大きな被害はあった

ものの無事に乗り切る事が出来たと感じています。 

 今回の災害で私は職員の団結や一丸となる姿を見

る事が出来ました。地震発生後、学園 LINE（ライン）

からの災害メールにより学園へ駆けつける職員、自

身の自宅も停電で大変な中飲み水や電気（ライト）

を持って来る職員等、一丸となって利用者さんの支

援にあたる職員が大勢いました。日々の利用者さん

の支援に関しても、このように職員の強い団結力や

利用者さんを想う気持ちがあれば、どんな災害や困

難にも対応していける力がある施設であると強く感

じました。これからも利用者さん第一に、職員一同

団結して支援にあたっていきます。 

(1) 



８月５日、法人として年に一度の一大イベントと

なる第４回アザレア感謝祭が開催されました。今年

も天候に恵まれ、暑すぎず！寒すぎず！の丁度良い

気候でのお祭りとなりました。

会場では子供が楽しめる「ふわふわドーム」や「か

みなり様」による空からの水風船攻撃（笑）などに

子供達は大はしゃぎ！元気な笑い声が会場中に響

いていました。

 ステージ上を見るとカッコいいキレキレのダン

スや可愛らしいダンス、利用者さんが力一杯叩く大

迫力の打楽器の音、また今回新たに来ていただいた

ハンドベル

がありました。アザレア感謝祭では恒例となってき

た流しそうめんも今年はさらにパワーアップし、長

さなんと１２メートル！竹の前には長蛇の列がで

きていました。今回もたくさんの方にご来場してい

ただき、多くの笑顔も見られ、楽しい雰囲気のお祭

りとなりました。これからも利用者さんや来場され

た方

ていきたいと思います。（井村智也）
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加してきました。脳科学者の茂木健一郎先生や作曲家の湯川れい子さんの講話、全国の音楽療法士の話を拝聴

してきました。音楽は人の本能に近い脳の部位を刺激する事ができ、好みの音

敵する幸福感を人にもたらすといわれています

音楽を媒体とした音楽療法を当施設でも行っており

ポジウム内で

れないセラピスト側の至らぬ点

の質の向上のためにあるべきであり、音楽療法の有用性を証明するためにも日々行っている音楽療法の「エビ

デンス（根拠）」をしっかりと考えて行なう必要がある事を今一度考えさせられる研修でした。（奥村愛美）
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ハンドベルの綺麗な音色など、
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た流しそうめんも今年はさらにパワーアップし、長

さなんと１２メートル！竹の前には長蛇の列がで

きていました。今回もたくさんの方にご来場してい

ただき、多くの笑顔も見られ、楽しい雰囲気のお祭

りとなりました。これからも利用者さんや来場され

方達が笑顔で楽しんで頂けるようなお祭りにし

ていきたいと思います。（井村智也）

研修報告

9 月 14 日(

加してきました。脳科学者の茂木健一郎先生や作曲家の湯川れい子さんの講話、全国の音楽療法士の話を拝聴

してきました。音楽は人の本能に近い脳の部位を刺激する事ができ、好みの音

敵する幸福感を人にもたらすといわれています

音楽を媒体とした音楽療法を当施設でも行っており

ポジウム内で「反応がない」と思ってしまう利用者さんが多くいるが、それは反応を引き出せない・見つけら

れないセラピスト側の至らぬ点

の質の向上のためにあるべきであり、音楽療法の有用性を証明するためにも日々行っている音楽療法の「エビ

デンス（根拠）」をしっかりと考えて行なう必要がある事を今一度考えさせられる研修でした。（奥村愛美）
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 去る平成

展示会「

い者施設や事業所の方々の作品も展示させてもらいましたが、とても大胆な構成・色彩で表現されている

作品や、非常に繊細で緻密なタッチで描かれている作品など、個性的・独創的な作品ばかりで、ただただ、

圧巻！驚愕！そして、感動！の一言でした。

 昨年開催した「

は、

昨年を上回り、アールブリュッドに対する関心度の高さが伺えます。アールブリュッドの活動が地域社会

に浸透し、年々、知名度が上がっていることに起因するもの

なります、

場まで足を運んでいただき、ア

致します！（坪井一身）

 

８月１３日（月）今年も愛灯夏祭りが開催されまし

た。今回のテーマとしまして、「夏の装い」との事で、

参加する利用者及び職員が浴衣や甚平を着て参加を行

いました。それぞれの衣装に加えて、お面などの小道

具などを準備されている人もいるなど、たいへん華や

かな雰囲気でした。

 軽食コーナーにてフランクフルトやかき氷が振る舞

われ、縁日コーナーではお菓子釣りや風船釣り、ボウ
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ひとこと テーマ「一泊旅行」 

 7 月に門脇さん・篠岡さん・南部さん・木村さんの４名で富良野方面

に１泊旅行してきました。 

雨降りでしたが、熊を観に行ったり、コテージのホットプレートで焼

肉をしたり足湯に行ったり万華鏡作りをしに出掛けたりしました。それ

ぞれの楽しみ方で楽しんでいる様子で旅行中に素敵な笑顔をたくさん

見せてくれていました。来年も待ち遠しいです！（池田ニタイ） 

  ７月９～１０日登別に一泊旅行に行ってきました！天気には恵まれ

ず雨…。しかし皆さん気にしておらず温泉街散策や水族館等とても楽し

まれていました！ 

２日間の中で一番良い笑顔だったのは、やはり食事の時間…！好きな

ものをたくさん食べ満足そうな笑顔、夜は満腹でぐっすりでした。来年

は、天気が良い中旅行に行けるよう祈っています！（松岡遥香） 

 7 月 23 日から 24 日で留辺蘂方面へ 1 泊旅行に行ってきました。1

日目は山の大地の水族館へ行き、その後ハト時計塔を見学し、夜は豪華

な御膳をたくさん食べました。 

2 日目はちゃちゃワールドを見学し、大きな影絵の壁画には皆さん驚

いていました。途中ハプニング？もありましたが、たくさん食べて笑っ

た楽しい１泊旅行でした！（川口沙織） 

 西田さん、大金さん、安達さんの 3 名+斉藤主任と廣瀬で、７月２７

日２８日「千歳～支笏湖」周辺にて一泊旅行を行っています。 

水族館や支笏湖の水中遊覧船の見学、新千歳空港内にて食事や沢山の

飛行機を見たり、普段中々行けない事を見たり触ったり聞いたりを経験

出来たのではないかなと思います。定山渓のホテルを利用し、温泉や豪

華なご飯を食べ満喫しました。（廣瀬大輔） 

 8 月 9 日・10 日に一泊旅行を行いました。一日目に千歳にある鮭の

ふるさと水族館を観光し、支笏湖へ向かいました。天気は雨で、あまり

外を散策する事はできませんでしたが、夕食のホテル内バイキングでは

皆さん楽しまれている様子で素敵な笑顔を見せてくれました。二日目は

支笏湖の観光船を乗船したり、サーモンパークで買い物などを楽しまれ

ました。とても楽しい一泊旅行でした！（佐野翔太） 

 ８月２２日、２３日小樽１泊旅行へ出掛けました！当日は雨予報でし

たが、日頃の行いが良かったのか？（笑）晴天の中出発！☺ 

初の男性・女性利用者合同での旅行でしたが、おたる水族館やオルゴー

ル作成体験など様々な体験を楽しまれました。 

食事も美味しい海鮮料理も堪能し、皆さん楽しまれている様子でした！

素敵な夏の思い出になりましたね♪（長橋かおり） 

一泊旅行の 

様子 
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