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—今回の表紙— 

～紫陽花～ 

男性合同制作 

 活動時間を使い少しずつ

皆さんで協力し完成されまし

た。梅雨の雨が続く日の中でき

れいに咲いている紫陽花をイ

メージし様々な紙で表現しま

した。 
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愛灯学園 副施設長 坪井一身 

平成 28 年 7 月 26 日、神奈川県立津久井やまゆり

園で、元職員が利用者男女合わせて 19 人を刺殺し、

27 人が負傷するという、殺傷事件が発生したのは記

憶に新しい事です。平成 30 年 3 月には、東京都目黒

区で5歳の女児が両親からの虐待を受け幼い命が奪わ

れました。女児が書き残した日記には、幼いながら精

一杯の気持ちが込められていましたが、誰にも届くこ

とはありませんでした。また、大阪府寝屋川市では、

障がい者支援施設に勤務する男性職員が、利用者への

虐待死亡事件で逮捕されていますが、何故、虐待は後

を絶たないのでしょうか？ 

 

私たちは「感情労働」とも呼ばれる職業に就いてお

り、虐待は誰にでも起こりうる事象です。それは、機

械相手の仕事ではなく、人と人との関りの上に成り立

つ仕事だからです。しかし、私たちは「専門職」と呼

ばれ、人間の「倫理」に基づき「価値」をベースに、

専門的な支援を行っていますが、価値を歪めてしまう

要因の一つに「環境」があります。 

現在、改めて環境を見つめ直し「組織の再編」に取

り組んでいます。ストレスのない環境は存在しません

が、それぞれの意識により、より良い環境は作れるも

のです。専門職としてのプライド（誇り）を忘れず、

利用者の皆さんが安心・安全で尊厳のある生活が送れ

るよう、「チーム愛灯」として、日々、実践を積み重ね

て行きたいと思います。 

(1)  



６月２４日、

家族交流会

い風が体育館を駆け抜ける中、愛灯ウルトラクイズ・

パン食いリレー・家族

あいあいと行われました。

れるひと時となりました。

パン食いリレーでは、パン屋さんに朝一番に焼いて

もらった出来立てのパンを用意して頂き、リッチなパ

ン食い競争となりました。家族

ーでは、家族・職員の真剣勝負の一幕となり、接戦

なりました。職

迎える結果となり

ベンジできたらと思うところ

利用者の方々の笑顔、ご家族の方からの「楽しかっ

たです」というお言葉、職員一同も

何よりご家族の方と交流できたことを嬉しく思いま

す。

がんばります

今年で愛灯学園は３９周年を迎え、入所、通所の

利用者が集まりお祝いを行いました。初めに参加利

用者にて音楽演奏を行なって楽しまれたあと、学園

内での一年の様子をスライドショーで振

がら鑑賞を行いました。その後、記念品として参加

利用者に紅白饅頭が配られ、各々デイルームにて美

味しくいただきました。最後に、中央玄関前にて記

念撮影を行いました。利用者の良い表情がよく撮れ

ているかと思います。

愛灯学園の開園記念日は

来年２０１９年で開園４０周年を迎えます。そのた

め、来年は節目の年でもありますので、今年以上に

盛大な記念行事の開催を考えています。

(2) 

６月２４日、

家族交流会が無事

い風が体育館を駆け抜ける中、愛灯ウルトラクイズ・

パン食いリレー・家族

あいあいと行われました。

れるひと時となりました。

パン食いリレーでは、パン屋さんに朝一番に焼いて

もらった出来立てのパンを用意して頂き、リッチなパ

ン食い競争となりました。家族

ーでは、家族・職員の真剣勝負の一幕となり、接戦

なりました。職

迎える結果となり

ベンジできたらと思うところ

利用者の方々の笑顔、ご家族の方からの「楽しかっ

たです」というお言葉、職員一同も

何よりご家族の方と交流できたことを嬉しく思いま

す。また来年も楽しみだなと思える行事

がんばります。（小原

今年で愛灯学園は３９周年を迎え、入所、通所の

利用者が集まりお祝いを行いました。初めに参加利

用者にて音楽演奏を行なって楽しまれたあと、学園

内での一年の様子をスライドショーで振

がら鑑賞を行いました。その後、記念品として参加

利用者に紅白饅頭が配られ、各々デイルームにて美

味しくいただきました。最後に、中央玄関前にて記

念撮影を行いました。利用者の良い表情がよく撮れ

ているかと思います。

愛灯学園の開園記念日は

来年２０１９年で開園４０周年を迎えます。そのた

め、来年は節目の年でもありますので、今年以上に

盛大な記念行事の開催を考えています。
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６月２４日、天候に恵まれ

無事に開催の運びとなりました。心地よ

い風が体育館を駆け抜ける中、愛灯ウルトラクイズ・

パン食いリレー・家族 VS

あいあいと行われました。

れるひと時となりました。

パン食いリレーでは、パン屋さんに朝一番に焼いて

もらった出来立てのパンを用意して頂き、リッチなパ

ン食い競争となりました。家族

ーでは、家族・職員の真剣勝負の一幕となり、接戦

なりました。職員一同本気で挑むも、２戦とも敗戦を

迎える結果となり悔しい思いをしたので

ベンジできたらと思うところ

利用者の方々の笑顔、ご家族の方からの「楽しかっ

たです」というお言葉、職員一同も

何よりご家族の方と交流できたことを嬉しく思いま

また来年も楽しみだなと思える行事

。（小原恵美子）

今年で愛灯学園は３９周年を迎え、入所、通所の

利用者が集まりお祝いを行いました。初めに参加利

用者にて音楽演奏を行なって楽しまれたあと、学園

内での一年の様子をスライドショーで振

がら鑑賞を行いました。その後、記念品として参加

利用者に紅白饅頭が配られ、各々デイルームにて美

味しくいただきました。最後に、中央玄関前にて記

念撮影を行いました。利用者の良い表情がよく撮れ

ているかと思います。 

愛灯学園の開園記念日は

来年２０１９年で開園４０周年を迎えます。そのた

め、来年は節目の年でもありますので、今年以上に

盛大な記念行事の開催を考えています。
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恵まれ晴天の中、

開催の運びとなりました。心地よ

い風が体育館を駆け抜ける中、愛灯ウルトラクイズ・

VS 職員シーツバレー等が和気

あいあいと行われました。どの競技も白熱し

れるひと時となりました。 

パン食いリレーでは、パン屋さんに朝一番に焼いて

もらった出来立てのパンを用意して頂き、リッチなパ

ン食い競争となりました。家族 VS 職

ーでは、家族・職員の真剣勝負の一幕となり、接戦

員一同本気で挑むも、２戦とも敗戦を

悔しい思いをしたので

ベンジできたらと思うところであります！

利用者の方々の笑顔、ご家族の方からの「楽しかっ

たです」というお言葉、職員一同も楽しむことができ、

何よりご家族の方と交流できたことを嬉しく思いま

また来年も楽しみだなと思える行事

恵美子） 

今年で愛灯学園は３９周年を迎え、入所、通所の

利用者が集まりお祝いを行いました。初めに参加利

用者にて音楽演奏を行なって楽しまれたあと、学園

内での一年の様子をスライドショーで振

がら鑑賞を行いました。その後、記念品として参加

利用者に紅白饅頭が配られ、各々デイルームにて美

味しくいただきました。最後に、中央玄関前にて記

念撮影を行いました。利用者の良い表情がよく撮れ

愛灯学園の開園記念日は 6 月 1 日なのですが、

来年２０１９年で開園４０周年を迎えます。そのた

め、来年は節目の年でもありますので、今年以上に

盛大な記念行事の開催を考えています。

定期便（2018

晴天の中、体育館虹

開催の運びとなりました。心地よ

い風が体育館を駆け抜ける中、愛灯ウルトラクイズ・

職員シーツバレー等が和気

も白熱し、笑顔溢

パン食いリレーでは、パン屋さんに朝一番に焼いて

もらった出来立てのパンを用意して頂き、リッチなパ

職員のシーツバレ

ーでは、家族・職員の真剣勝負の一幕となり、接戦

員一同本気で挑むも、２戦とも敗戦を

悔しい思いをしたので、また来年リ

であります！  

利用者の方々の笑顔、ご家族の方からの「楽しかっ

楽しむことができ、

何よりご家族の方と交流できたことを嬉しく思いま

また来年も楽しみだなと思える行事にできるよう

今年で愛灯学園は３９周年を迎え、入所、通所の

利用者が集まりお祝いを行いました。初めに参加利

用者にて音楽演奏を行なって楽しまれたあと、学園

内での一年の様子をスライドショーで振り返りな

がら鑑賞を行いました。その後、記念品として参加

利用者に紅白饅頭が配られ、各々デイルームにて美

味しくいただきました。最後に、中央玄関前にて記

念撮影を行いました。利用者の良い表情がよく撮れ

日なのですが、

来年２０１９年で開園４０周年を迎えます。そのた

め、来年は節目の年でもありますので、今年以上に

盛大な記念行事の開催を考えています。（安住祐弥）
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虹にて

開催の運びとなりました。心地よ

い風が体育館を駆け抜ける中、愛灯ウルトラクイズ・

職員シーツバレー等が和気

、笑顔溢

パン食いリレーでは、パン屋さんに朝一番に焼いて

もらった出来立てのパンを用意して頂き、リッチなパ

員のシーツバレ

ーでは、家族・職員の真剣勝負の一幕となり、接戦と

員一同本気で挑むも、２戦とも敗戦を

、また来年リ

利用者の方々の笑顔、ご家族の方からの「楽しかっ

楽しむことができ、

何よりご家族の方と交流できたことを嬉しく思いま

るよう

今年で愛灯学園は３９周年を迎え、入所、通所の

利用者が集まりお祝いを行いました。初めに参加利

用者にて音楽演奏を行なって楽しまれたあと、学園

り返りな

がら鑑賞を行いました。その後、記念品として参加

利用者に紅白饅頭が配られ、各々デイルームにて美

味しくいただきました。最後に、中央玄関前にて記

念撮影を行いました。利用者の良い表情がよく撮れ

日なのですが、

来年２０１９年で開園４０周年を迎えます。そのた

め、来年は節目の年でもありますので、今年以上に

安住祐弥） 
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１５日 



利用者の皆さんが

る“アートスペースぐるぐる”のアトリエが、西２１

条南２

移転いたしました。

以前は旧愛灯学園園舎を使用したアトリエで創作活

動を行っていました。旧園舎での創作活動も３年とな

りアンティークなアトリエの雰囲気から、

ある

6

ペース

1 日中創作活動に没頭できるよう、昼食もポ

べ、楽しい雰囲気で創作活動が行われています。雰囲

気も

取り組まれています。

さて、例年行っている、当法人の展示会「

が

て今年も開催されます

なく、十勝管内にある事業所の作品も展示する予定に

なっていますので、是非皆

思います。

 

環境整備

今年度より、地域貢献活動

り組み始めました！４月５月と少し肌寒い次期でした

が、多くの職員が参加してくれています。普段は車を利

用することが多いため、見落としてしまっていました

が、

た。また、ごみ拾い中

き地域との繋がりを感じることができました。

今後も

力してのごみ拾い等していきたいと思っています。小さ

な取り組みではありますが、少しでも誰かのお役に立て

たらなと思っています。

(3) 

利用者の皆さんが

“アートスペースぐるぐる”のアトリエが、西２１

条南２丁目にある

移転いたしました。

以前は旧愛灯学園園舎を使用したアトリエで創作活

動を行っていました。旧園舎での創作活動も３年とな

りアンティークなアトリエの雰囲気から、

ある数々の作品が

6 月からは新

ペースぐるぐる

日中創作活動に没頭できるよう、昼食もポ

べ、楽しい雰囲気で創作活動が行われています。雰囲

気も新しい建物で心機一転皆さん頑張って創作活動に

取り組まれています。

さて、例年行っている、当法人の展示会「

が 8 月 16 日から

て今年も開催されます

なく、十勝管内にある事業所の作品も展示する予定に

なっていますので、是非皆

思います。（藤森誠）

 

環境整備

今年度より、地域貢献活動

り組み始めました！４月５月と少し肌寒い次期でした

が、多くの職員が参加してくれています。普段は車を利

用することが多いため、見落としてしまっていました

、想像以上にごみが落

た。また、ごみ拾い中

き地域との繋がりを感じることができました。

今後もごみ拾い

力してのごみ拾い等していきたいと思っています。小さ

な取り組みではありますが、少しでも誰かのお役に立て

たらなと思っています。
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利用者の皆さんが日頃精力的に創作活動をされてい

“アートスペースぐるぐる”のアトリエが、西２１

丁目にある地域活動支援拠点

移転いたしました。 

以前は旧愛灯学園園舎を使用したアトリエで創作活

動を行っていました。旧園舎での創作活動も３年とな

りアンティークなアトリエの雰囲気から、

数々の作品が作成してきました。

新しくポ ケ

ぐるぐるのアトリエとし

日中創作活動に没頭できるよう、昼食もポ

べ、楽しい雰囲気で創作活動が行われています。雰囲

新しい建物で心機一転皆さん頑張って創作活動に

取り組まれています。 

さて、例年行っている、当法人の展示会「

日から 21 日まで、帯広市民ギャラリーに

て今年も開催されます。今回は当法人の作品のみでは

なく、十勝管内にある事業所の作品も展示する予定に

なっていますので、是非皆

（藤森誠） 

環境整備 地域ゴミ拾い活動
今年度より、地域貢献活動

り組み始めました！４月５月と少し肌寒い次期でした

が、多くの職員が参加してくれています。普段は車を利

用することが多いため、見落としてしまっていました

想像以上にごみが落ちている事にとても驚きまし

た。また、ごみ拾い中、地域の方から

き地域との繋がりを感じることができました。

ごみ拾いを続けていき場所の拡大、町内会

力してのごみ拾い等していきたいと思っています。小さ

な取り組みではありますが、少しでも誰かのお役に立て

たらなと思っています。（松岡遥香）
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日頃精力的に創作活動をされてい

“アートスペースぐるぐる”のアトリエが、西２１

地域活動支援拠点施設「

以前は旧愛灯学園園舎を使用したアトリエで創作活

動を行っていました。旧園舎での創作活動も３年とな

りアンティークなアトリエの雰囲気から、

作成してきました。

しくポ ケ内１階スペース

アトリエとして活動をしています

日中創作活動に没頭できるよう、昼食もポ

べ、楽しい雰囲気で創作活動が行われています。雰囲

新しい建物で心機一転皆さん頑張って創作活動に

さて、例年行っている、当法人の展示会「

まで、帯広市民ギャラリーに

。今回は当法人の作品のみでは

なく、十勝管内にある事業所の作品も展示する予定に

なっていますので、是非皆さんご来場いただきたいと

地域ゴミ拾い活動
今年度より、地域貢献活動の１つとしてごみ拾いに取

り組み始めました！４月５月と少し肌寒い次期でした

が、多くの職員が参加してくれています。普段は車を利

用することが多いため、見落としてしまっていました

ちている事にとても驚きまし

地域の方から

き地域との繋がりを感じることができました。

続けていき場所の拡大、町内会

力してのごみ拾い等していきたいと思っています。小さ

な取り組みではありますが、少しでも誰かのお役に立て

（松岡遥香） 

定期便（2018

日頃精力的に創作活動をされてい

“アートスペースぐるぐる”のアトリエが、西２１

施設「ポプケ

以前は旧愛灯学園園舎を使用したアトリエで創作活

動を行っていました。旧園舎での創作活動も３年とな

りアンティークなアトリエの雰囲気から、とても味の

作成してきました。 

内１階スペースをアートス

て活動をしています

日中創作活動に没頭できるよう、昼食もポプケで食

べ、楽しい雰囲気で創作活動が行われています。雰囲

新しい建物で心機一転皆さん頑張って創作活動に

さて、例年行っている、当法人の展示会「LIFE

まで、帯広市民ギャラリーに

。今回は当法人の作品のみでは

なく、十勝管内にある事業所の作品も展示する予定に

さんご来場いただきたいと

地域ゴミ拾い活動
の１つとしてごみ拾いに取

り組み始めました！４月５月と少し肌寒い次期でした

が、多くの職員が参加してくれています。普段は車を利

用することが多いため、見落としてしまっていました

ちている事にとても驚きまし

地域の方から声をかけていただ

き地域との繋がりを感じることができました。 

続けていき場所の拡大、町内会

力してのごみ拾い等していきたいと思っています。小さ

な取り組みではありますが、少しでも誰かのお役に立て
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日頃精力的に創作活動をされてい

“アートスペースぐるぐる”のアトリエが、西２１

ケ」に

以前は旧愛灯学園園舎を使用したアトリエで創作活

動を行っていました。旧園舎での創作活動も３年とな

とても味の

アートス

て活動をしています。

ケで食

べ、楽しい雰囲気で創作活動が行われています。雰囲

新しい建物で心機一転皆さん頑張って創作活動に

LIFE 展」

まで、帯広市民ギャラリーに

。今回は当法人の作品のみでは

なく、十勝管内にある事業所の作品も展示する予定に

さんご来場いただきたいと

 

 

地域ゴミ拾い活動
の１つとしてごみ拾いに取

り組み始めました！４月５月と少し肌寒い次期でした

が、多くの職員が参加してくれています。普段は車を利

用することが多いため、見落としてしまっていました

ちている事にとても驚きまし

声をかけていただ

 

続けていき場所の拡大、町内会に協

力してのごみ拾い等していきたいと思っています。小さ

な取り組みではありますが、少しでも誰かのお役に立て
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ひとこと テーマ 「春のお花見外出」 

 

 

 

 

 

女性 

グループ① 

  岡本佳那 

 
なごみ東 

 

 

柳沼真也 

 

 

 

 

 

女性 

グループ② 

 堀内史織 
５月７日あかり・かしわユニッ

ト計６名で【エコロジーパーク】

にお花見に行ってきました。 

残念ながら桜は散ってしまい、

肌寒い天候でしたが豪勢なお弁

当・アイスクリームを食べ、皆さ

ん終始笑顔で楽し

まれていました。 

ご家族の方もご

参加頂きありがと

うございました。 

５月１０日に新嵐山荘にて花見を

しました！昨年度は雨が降っていま

したが今年は晴れていたため桜をバ

ックに良い写真を撮ることができま

した！ 

嵐山では皆さんでバーベキューを

行い、その後広いお風呂でゆったりと

過ごしました。皆さん表情良く花見を

楽しまれていました！ 

肌寒かったため室内でのバーベキ

ューになりましたが来年こそは外で

花見をしたいです！ 

5 月 11 日にあかり・かしわユニ

ット 5 名で芽室方面ヘお花見をし

てきました。 

天気も良く、桜も咲いている所も

あり絶好のお花見日和になりまし

た。お弁当もいつもよりもボリュー

ムたっぷりでみなさん満足そうで

した。 

公園を散策したり遊具で遊んだ

りと、みなさんのた

くさんの笑顔を見る

ことが出来ました。 

 
あおぞら 

 

 

佐野光彦 

 介護棟 

（ほのか） 

 水野谷悦子 

 
こもれび 

 

石田浩二 

あおぞらグループは 5 月 15 日

に十勝川温泉にある道立エコロジ

ーパークにてお花見を開きまし

た。当日は天候に恵まれ快晴の下

での開催となりました。 

広い公園内を散歩したり芝の上

を走り回ったりと各々で楽しんで

おり、その後はみんなで火を囲ん

でバーベキュー。お腹いっぱい食

事できたと思います。帰りは少し

寄り道して、濃厚な味わいのソフ

トクリームを堪能し笑顔いっぱい

の１日を過ごしました。 

５月１７日、生活介護棟ほのかグル

ープは「音更十勝エコロジーパーク」

へお花見に行ってきました。 

天候が心配でしたが、皆さんの日頃

の行いが良いおかげで雨も降らず最

高の花見日和になりました。 

おいしいお弁当を食べて、公園散

策・ふわふわドームで遊びました。 

 遊んだあとは少しお腹が空いたの

でハッピネスデーリィに寄りアイス

クリームを食べて皆さんニコニコで

した。来年も晴れるといいね！ 

当日は晴天、待ちに待ったお花見

の日。こもれびユニットの利用者さ

ん 6 名は「焼肉ガーデンまくべつ」

と「幕別ふるさと館」に行ってきま

した。桜は…？と探された方がいま

したが、新緑と色とりどりの花を見

て、お花見気分を味合われた様子で

した。焼肉をお腹いっぱい食べた後

は、ふるさと館とオマケに寄った

「魚道観察室」を見学しました。ま

た来年までお花見はお預けですが、

期待に応えれるように企画したい

と思いました。 

学園カレンダー お知らせ！！ 人事短信 

７
月
～
９
月 

８月  

５日 アザレア感謝祭 

１１～１４日 お盆休み 

１３日 愛灯夏祭り 

 

７月から８月 

一泊旅行・日帰り旅行 

 ８月５日日曜日、アザレア感謝祭を

愛灯学園前、駐車場にて開催いたしま

す。ステージイベント、流しそうめん

やビンゴ大会など様々なプログラムを

行います！ 

保護者の皆さまのみならず、地域の皆

さまも是非ご来場・ご参加下さい！！ 

退職 

６月８日 近江谷文靖 

(4) 


