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今月の表紙
「春～花どき～」
園内活動参加の利用者
皆さんで作成しました。
下地は大きな布に色を
塗り、上から花紙を貼り絵
して鮮やかな色にしまし
た！
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新年度を迎えて

●編 集 愛灯学園広報委員会

愛 情

探 求

を通して、作者の存在と魅力、人としての価値を発信し、
施設長 阿部宏彦

施設に留まることなく他者と繋がる方法を見出したと
云えます。利用者が社会参加するうえで重要となるのは

2020 年の東京オリンピック・パラリンピック開催まで
残り 500 日を切りました。この一大イベントに関連し、障

こうした手段方法を介して“共生社会の実現に積極的に
関わること”にあると云い得ます。

がい者がスポーツ以外においても活躍参加する環境づくり

ノーマライゼーションからインクルージョンへと福

を進める取組が国を挙げてなされています。厚生労働省は

祉理念が進展し、障がいの有無に関係なく“人”として

「障害者の芸術文化活動は、重要な社会活動の一つであり、 の在り様をお互いが認めあい、社会的な繋がりの醸成
（中略）活動を通じた障害者の社会参加の一層の促進が期

に寄与する、それを具体的な行動に変えていくことが

待される」とし、平成 30 年に「障害者による文化芸術活

今後の社会福祉法人に求められているのではないでし

動の推進に関する法律」を施行し、活動のバックアップ体

ょうか。

制が整備されました。これにより活動に取り組んでいる法

パラリンピックの創始者であるドイツの医学者ルー

人・団体間の情報共有とネットワークが構築され、障がい

トビィヒ・グッドマン博士は「失われたものを数えるな。

者の生の芸術作品をアピールするアールブリュット展等が

残っているものを最大限に生かせ」という言葉を残して

各地で開催され始めています。

います。知的な障がいの方にとって失われたものとは何

愛灯学園が進めてきた創作活動は、障がいの軽重によら

か、残されているものは何かを日々の実践において想起

ず一人ひとりの個性や才能を活かす一手段として取り組ん

し、今後の施設の在り様を探求する 1 年にしたいと考

できたものです。また独自に取り組んだ作品展（LIFE 展） えております。
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園内活動では、個々に適した個別での活動を提供し
園内での飾り付け、ご家族や職員へのプレゼントとし
ての作品作りを行っています。集団での創作活動も行
っており、季節に応じた大きな作品を全員でつくり上
げ施設内に展示させていただいております。
音楽活動においても、個々に合わせたプログラムや
計画、評価を行いながら支援をさせていただき、楽し
んでいただく事はもちろんの事、生活の質の向上や身
体機能の維持・改善を目標として提供させていただい
ています。乗馬療育に関しましても同様な目標を掲げ
日々支援を行っています。利用者の方々1 人 1 人と向
き合い、全員が笑顔になり、活動時間が楽しみとなり、
皆さんの生活が豊かになるような活動を目指し取り
組んでいきます。
（鎌田友洋）

活動紹介
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生活介護棟には、現在 20 名の方々が利用さ
れており、通われてくる利用者さんの方々に創
作活動や生産活動、制作活動の機会の場を提供
しています。また、健康や機能維持を図れるよ
う音楽に合わせて体を動かしたり、外に出て自
然と触れ合い四季を感じることで気分転換を図
れるよう支援しています。
活動グループは「ほのか」、「生きがい」、「窯
業」の３つに分かれて日中活動を展開しており、
主な年間行事ではお花見から始まり、家族交流
会、ハロウィン、クリスマス、忘年会などを企
画しています。その他、乗馬療育や園芸、外出
レクなども定期的に実施し、楽しく活動に参加
できるよう配慮しています。
（石田浩二）

活動紹介
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自閉スペクトラムの特性がある利用者さん 19 名
を対象に日中活動を提供しています。
前年度は活動場所の引越しがありましたが、大き
な混乱もなく新しい活動場所に慣れた様子です。現
在はハイキングや創作、乗馬やカラオケなど個々に
合わせたメニューを提供しています。
今年度は“新しい事にチャレンジをする”を目標
に１年間取り組みます。現状、新しい活動内容を行
う機会が中々提供できておらず、利用者さんの活動
の幅が広がっていない状況です。
今年度は新しいことにチャレンジして、楽しく１
年間過ごせるよう取り組んで行きたいと思います。
（池田ニタイ）
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乗馬活動では、金太郎（毛並みが茶色）
・桃太郎（毛
並みが白）の 2 頭の馬を使って活動を行っています。
主な活動内容としては、馬場内にて玉入れや、的当て
など馬に乗りながら楽しめる活動を行っています。利
用者さんは乗馬を好まれている方が多く、馬に乗ると
皆さん笑顔で乗られています。
今年度からは、馬に乗りながら楽しめる内容の幅を
さらに広げていきたいと考えています。また馬に乗っ
ている方だけではなく、順番を待たれている方が退屈
されないように小屋内の環境整備にも力を入れていき
たいと考えています。今後も利用者さんの笑顔をたく
さん見られるようにより楽しい乗馬療育を目指してい
きたいと思います。（柳沼真也）
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地域活動拠点 popke（ポプケ）にアトリエを移転して
もうすぐ 1 年となります。
最近は 1 日 8 名程度と多くの作家さんがアトリエに向
かい表現活動に取り組まれています。アトリエが広くな
った分、また新しくなった分、創作に向かうエネルギー
は、より一層大きなものになっています。
また、昨年度はアールブリュットの魅力を大きく発信
出来た年だった思います。LIFE 展Ⅳの開催や、「北海道
のアールブリュット展」では遠藤弘司さん、冬澤千鶴さ
ん、吉村真理子さんの 3 名の作家が現代作家の方に作品
が選定され、帯広美術館の舞台で紹介がなされました。
今年度は作品と同程度以上に、作家さんにフォーカス
を当てた、アールブリュットの発信に努めたいと思いま
す。
（藤森誠）

活動紹介

音

音楽活動「おとだらけ」では、歌唱活動とジャン
ベ活動を中心に今年度も一週間に一回を目処に全員
で集まり、音楽活動を行っていきます。また、昨年
度より「個別・小集団音楽療法」という形で音楽療
法士対少人数で、歌ったり演奏したり音楽を使って
楽しい時間を過ごしており、ひとりひとりの生活の
質の向上を目指しています。
バラフォン（アフリカの木琴）やタッチベルなど、
楽器の面でも充実して来ました。また、全日本音楽
療法学会での発表も視野に入れて活動し、目標設定
や評価、改善までのプロセスも今まで以上にしっか
りと行っていきたいと思っております。今年度も楽
しく歌って叩いて、今まで以上のご協力よろしくお
願い致します。
（奥村愛美）
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テーマ 「この春入職しました！」

ひとこと
支援員

支援員

支援員

六日市 萌

小西 妃那乃

帯広大谷短期大学を卒業し、今年
度から愛灯学園に配属となりまし
た、六日市萌です。趣味は、バドミ
ントンなどスポーツをする事が好
きなので現在も時間があれば活動
しています！
緊張と不安でいっぱいですが、利
用者さんが過ごしやすい環境でよ
り良い生活を送れるよう、支援員と
していち早く業務等を把握し、一人
ひとりのニーズに応えられるよう
精一杯働きたいと考えています。ど
うぞよろしくお願いいたします！

帯広大谷短期大学子ども福祉専攻
から参りました。小西妃那乃です。年
齢は二十歳です。出身は帯広です。五
年間マクドナルドでアルバイトをし
ていました。マックの事なら何でも知
っています！趣味は写真を撮る事で
す。休日は遠くまで写真を撮りに行っ
ています。愛灯学園で仕事をするのを
とても楽しみにしていました。たくさ
ん働いて一人前になれるよう一生懸
命がんばります。ご迷惑をおかけしま
すが、これからよろしくお願いしま
す。

支援員

川俣

跡見学園女子大学臨床心理学科か
ら参りました、川俣優香です。
出身地は東京で趣味は野球観戦で
す(ファイターズ応援しています！)
配属先はあかりユニットです。
色々とご迷惑をお掛けしますが、
早く仕事を
覚えて戦力
になれるよ
う頑張りま
す。宜しくお
願いします。

支援員
長谷川

沙緒

杉山 孝大

初めまして！長谷川沙緒（はせが
わすなお）です！ご縁があって、帯
広福祉協会に勤めることになりま
した！教育大学函館校で教育学を
勉強しつつ、休日には美味しいスイ
ーツを求めて喫茶店巡りをしてい
ました。
不安な気持ちが大きいですが、利
用者の方々との関わることをとて
も楽しみにしています。一日でも早
く慣れていけるように努力してい
きたいと思っていますので、どうぞ
よろしくお願いします。

はじめまして。3 月に帯広大谷短期
大学の社会福祉科介護福祉専攻を卒
業し、4 月 1 日より愛灯学園で生活
支援員として勤務することになりま
した杉山孝大と申します。
早く仕事に慣れ、利用者の方の思い
を汲み取る支援や思いに寄り添う支
援を行えるよう頑張っていきたいと
思いますので、
どうぞよろし
くお願い申し
上げます。

退職

準支援員
清田 智大
今年度から愛灯学園のなごみユニ
ットに配属となりました、清田です。
愛灯学園に就職する前は、病院で
4 年間介護福祉士として働きまし
た。前の職場での経験や知識を生か
し利用者さんにより良い、支援を提
供できるように頑張っていきたいと
思います。
初めての障害者施
設で働きますので皆
さんに迷惑をかける
と思いますがよろし
くお願いします。

異動

３月３１日付

新規採用

４月１日付

藤井 淨

人事短信

４月１日付

高橋 宏明（カントへ異動）

杉山 孝大

長谷川 沙緒

齊藤 真義（伏古の里へ異動）

川俣 優香

小西 妃那乃

鈴木 宏（伏古の里より異動）

六日市 萌

清田 智大

白山 綾香（総務課）

学園カレンダー

４月

内科検診

５月

お花見（各ユニットにて実施）

６月 １日 開園記念行事
２３日 家族交流運動会
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優香

