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今月の表紙 

『桜並木道』 
あかり・なごみの女性利用

者のみなさんで桜をイメ

ージして折り紙や画用紙

を使用して作りました✿ 
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学 園 訓  叡 智 愛 情 探 求 
新年度を迎えるに当たって  

愛 灯 学 園 施設長 阿部 宏彦 
 

５年前の施設新築を契機に、愛灯学園は重度障がい者

の支援施設として安心・安全・豊かな暮らしを目指し、

これを実現するため様々な実践を推進してきました。 

利用者本位を根幹に、支援者自身が学び行動を起こす

ことが如何に重要であるか、職員一人ひとりが仕事の価

値を醸成し職場に貢献すると云う強い意思を持って働

く姿勢が求められているところです。 

次期の東京オリンピックから数年後、“超高齢化社会

の到来”と云う大きな社会問題に直面し、社会福祉の在

り様が激変すると云われています。 

障がい者支援の仕事にあってもその影響は極めて甚 

大であり、時代感覚を間違えず何をしていくか、共

通理解のもとに具体的目標を設定し、対策を図って

いくことが重要となります。 

私たちは対人援助職としての実践を重ねて利用者

から信頼を得ると同時に、次の担い手に仕事の価値

や知識技術を伝えていく役割を担っています。そし

て “手本となる仕事が出来ているか”“モチベーシ

ョンを高め安心感を与える存在か”“課題を捉えてい

るか”“改善の具体的対策を考えているか”など日々

確認作業をしていなければなりません。 

これはまさしく法人の理念である“叡智・愛情・

探究”を具現化することであります。 

今年度も以上を信条とし成果を得られる取り組み

を重ねていきたいと考えております。 

(1) 



愛灯学園 定期便（2018-春-263 号） 2018 年 4 月 15 日 

活動紹介 園 内 活 動 
   園内での日中活動は昨年度から活動担当の職

員も配置し、活動の幅が更に広まってきました。 

午前中は主に園内歩行や外気浴や音楽療法、ジ

ャンベ演奏、ダンス活動、創作活動などの集団プ

ログラムも取り入れています。またフラワーセラ

ピーでは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

プではキャンドルの作成・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。 

午後は男女に分かれての活動です。外気浴や個

別外出など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、更に工夫を凝らして

いきたいと思います。（藤森誠） 

活動紹介 あ お ぞ ら 
 あおぞらグループは自閉症利用者さん 19 名

を対象とし、日中活動のサービスを提供してお

ります。日中活動は、作業・創作・軽運動・余

暇活動を利用者さん各々に合わせて提供してお

ります。 

自閉症の利用者さんの特性を理解し、環境を

整え、自立的で豊かな生活が送れるような支援

を心がけております。また利用者さんの一人ひ

とりの思いを汲み取り、適切なコミュニケーシ

ョンへ転換できるよう進めていく方針です。 

今年度は作業棟の移動を控えておりますの

で、移動に向けた準備をしっかりと行い、移動

後も安心で充実した生活が送れるよう支援を行

っていきたいと考えております。（齊藤真義） 

 

活動紹介 生 活 介 護 棟 
 生活介護棟では、主に地域で生活されている

19 名の方々が利用されています。 

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、乗馬療育や園芸、外出レクなども定

期的に実施し、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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活動紹介 ぐ る ぐ る 
  旧舎をアトリエとして使用していた「あーとスペース

ぐるぐる」は今年で活動が 4 年目になります。今年度よ

り活動場所のアトリエを西 21 条南 2 丁目 8 番地（旧理

容室店舗）に移転し、より地域の方に創作作品と創作し

ている様子をみていただけるようにしていきたいと思っ

ています。 

また、出来上がった作品は愛灯学園内は勿論、地域の

公共機関でも作品の展示をしたり、今年度も作品展の開

催をするなどして、アールブリュットの普及を行い、利

用者さんが目標をもち、より楽しく創作活動を行なえる

よう支援していきたいと思います。 

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としても工夫しながら支援を考

えていきたいと思います。（藤森誠） 

活動紹介 乗 馬 療 育 
乗馬療育では昨年度から、専属の乗馬専門スタッフ

が来て下さり、馬の調教や利用者乗馬の支援をしてく

ださっています。そのため乗馬療育を季節問わず実施

することができるようになりました。 

活動としては、夏はスラロームや丸太渡り、林の散

歩などを主に行っています。冬期間は丸太渡りを主に

行っています。また月 2 回のペースではありますが、

帯広畜産大学の学生に協力をお願いし乗馬会を開催し

ています。今年度の目標は、ただ馬に乗るだけでなく、

手綱操作も視野に入れ、より馬との一体感を経験して

いただきたいです。また玉入れなどの道具も用意し、

馬に乗りながら軽く運動ができるような環境を整えて

いきたいです。（柳沼真也） 

 

活動紹介 音   楽   活   動 
 愛灯学園音楽活動「おとだらけ」は現在、火曜日に音

楽療法活動・木曜日にジャンベ活動の週２回、５～６名

のグループセッション、個別セッションを月１回を行っ

ています。「変化の少ない日々を過ごされている利用者様

への余暇活動の提供」という大きな目標に向けて、集団

の音楽療法的考え方を使って活動しています。 

音楽活動では坂本九さんの「見上げてごらん夜の星を」

を一年間活動の終わりに使用し、歌詞を覚え歌って下さ

る方も多くなりました。また、普段活動には行かないと

仰る方もジャンベ活動にはニコニコと笑顔で参加される

など余暇としての魅力も出てきていると感じています。 

今後は１対１で行う個別セッションにも力を入れ、地

域でのジャンベ活動なども視野に入れて展開していきた

いです。（奥村愛美） 
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始めまして。帯広大谷短期大学、社会福祉科介護福祉専

攻から来ました高橋千寿香です。４月より愛灯学園に配属

となりました。慣れない仕事でご迷惑をおかけする事もあ

るかと思いますが、先輩方よりご指導頂き、利用者の方と

の日々の関わりを大切に、利用者の立場に立った支援が行

えるよう努力していきたいと思っています。どうぞよろし

くお願い致します。

 

つつじヶ丘学園より異動してきま

した森

年前まで愛灯学園で勤務していまし

た）

その頃とは変わり、建物も新しくな

り、職員も新しく若い方が多く、雰囲

気も明るくなったように思います。

今回、再びあおぞら科配属になりま

した。わからないことも多々あると思

いますが、よろしくお願いします。

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

ると土中の保肥性

の方、市内近郊であれば配達も致します！ご希望の方は愛灯学園あお

ぞら科（

絡当日販売のご希望に添えない場合がございますのでご了承くださ

い）
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 補助

はじめまして、岩間悠之助と申します。今年から愛灯学

園で補助支援員として働かせてもらうことになりました。

帯広大谷短期大学を卒業し入ったばかりで至らないこ

ともあると思いますが他の支援員の方々と連携して、利用

者の思いに寄り添った支援が出来るように頑張っていき

たいと思います。どうぞよろしくお願いします。
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地域（カント）からの異動となり

愛灯学園所属となりました。

仕事内容が大幅に変わる

張していますが、積極的に頑張って

いきたいと思います。

元気に笑顔で取り組み、利用者の

方々に寄り添った支援を目指してい

きたいです。よろしくお願い致しま

す。 
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