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—今回の表紙—
Glorioso
女性合同制作
午後の活動時間を使い、時間
を掛けて作りました。布にパス
テルカラーを使用して、足に色
を塗りたくさん歩いて色をつ
けました。中心に咲く大輪の花
がポイントです。
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近い将来、この十勝で大規模な巨大地震が起こり、
私たちの生活を脅かす事態が生じる可能性があること
を認識しなければなりません。
２０１９年は「平成」から「令和」に元号が変わり、
昨年９月、胆振東部地震の発生により、北海道全体
歴史的節目を迎える年となりました。また、１０月に が停電となる「ブラック・アウト」を経験し、多くの
は消費増税が予定されており、私たちの生活に影響が 教訓を得ることとなりました。法人では施設機能の停
及ぶことになりそうです。６月には新潟・山形方面で 止を防ぎ、利用者の安心・安全な生活を護るため、大
震度６強の大きな地震が発生し、日本は地震列島であ 容量の自家発電機を設置し、ハード面の整備を予定し
ることを改めて痛感させられました。
ています。また、私たち支援者は、ソフト面である個
私たちが暮らす十勝地方は、今後、東日本大震災に 別援助を担っていることを自覚し、日々、実践を積み
匹敵する超巨大地震の発生が「切迫している可能性が 重ねていかなければなりません。今年度は、今後、予
高い」とする評価結果を、政府の地震調査委員会がま 見されている有事に備えるべく、減災に向けた支援体
とめ、３０年以内の発生確率は最大で４０％と報告さ 制の強化を進めています。
れています。
“備えあれば憂いなし”
愛灯学園 副施設長 坪井一身
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６月 23 日地域交流ホーム虹で『第５回家族交流会』
が行われました。当日は皆さんの日頃の頑張りもあり、
お天気に恵まれました。
競技はオリジナルのさいころを転がして距離を決め
る紅白リレー、お菓子を口で取って手に入れる徒競走、
選んだカードと一致したどう
選んだカードと一致したどうぶつの被り物で着飾り写
ぶつの被り物で着飾り写
真撮影をする競技等、利用者の皆さんはご家族の皆様
真撮影をする競技等、利用者の皆さんはご家族 の皆様
や職員と一緒に笑顔で力一杯取り組まれていました。
中でも「どうぶつにへんしん」は好みのアイテムを
身に着けて勇姿をご披露され、会場を笑いの渦に包ん
でいました。恒例のあいとう○×クイズやシーツバレ
ーも行い、最後に今年初の取り組みで職員大縄跳びを
実施しましたが完成形をお披露目できず、来年のリベ
ンジを力強く約束してお開きとなりました。
会場の後方には沢山の懐かしい写真が飾られ、皆さ
ん当時の出来事を思い返されながら見つめられていま
した。笑いと歓声の中、温かい交流会を楽しむことが
できました。
（青山縁）

外部行事

みどり会に参加して
６月２９日、３０日の２日間、留辺蘂温根湯ホテル四季平安の
館にて令和初のみどり会に杉本豊和さんと西田大地さんの２名
が参加をしてきました。みどり会は道東の地域の各事業所に所属
している利用者さんが一堂に会する一大行事であります。
している利用者さんが一堂に会する一大行事であります。
今年度は最も参加者が多く、利用者及びスタッフ総勢で１５０
名を超える人が集まりました。１日目は写真立てなどの作成を行
った創作活動や足渡しリレーなどのレクリエーション活動、夜は
夕食を兼ねての交流会を行いました。２日目は参加者みんなで協
力してステンドグラスを作成し、完成したステンドグラスを今年
の「みんなアート」
に出展を行う事になっているそうです！また、
来年も参加して楽しみたいですね！（渡部一輝）
来年も参加して楽しみたいですね！（渡部一輝）
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愛灯学園４０周年・
愛灯学園４０周年・開園記念行事
開園記念行事
６月１日（土）、記念すべき
記念すべき愛灯学園の
愛灯学園の 40 周年を祝
いました。この 40 年間を写真で振り返るスライドシ
ョーとトークの時間も設けており、海外に行った写真
や、幼少期の写真など写真を見て懐かしみました。
今回はゲストに
今回はゲストに光と音のアートの
光と音のアートの“
“ambientflow
ambientflow
KU（アンビエントフロークー
アンビエントフロークー）さん”と歌の“T-rabbit
アンビエントフロークー）
“ rabbit
さん”に来ていただきました。
利用者さんの動きに合わせて光が動くプロジェクト
マッピングのような幻想的な空間で、参加した方は楽
しんでいる様子でした。
また 40 周年の節目としてタイムカプセル式典も行
いました。中身には今年度の各ユニットや活動の単位
での写真を額に入れました。
での写真を額に入れました。3～5 年後に開けて懐か
しむ予定です。
現在の愛灯学園始まりを辿っていくと、大正
現在の愛灯学園始まりを辿っていくと、大正 14 年
に近藤兼市さんが札幌に吃音矯正学院を作ったことが
に近藤兼市さんが札幌に吃音矯正学院を作ったことが
源流になっています
源流になっています。いまの愛灯学園を創ってくれた
。いまの愛灯学園を創ってくれた
先輩方と愛灯学園の未来の後輩方に胸を張れる仕事を
日々していかなければいけないと再認した式典でし
た。
（池田ニタイ）

研修報告

救命救急講習
救命救急講習を実施しました
を実施しました

５月、６月と
５月、６月とつつじヶ丘学園・グループホーム
つつじヶ丘学園・グループホーム
つつじヶ丘学園・グループホーム伏古の里合同
伏古の里合同
で２回に分けて帯広消防署の救命士さんに来園して頂き、救命
講習を行いました。５月はＡＥＤを使用した心肺蘇生法、６月
は応急処置方法として裂傷や火傷や喉つまりによる呼吸困難
は応急処置方法として裂傷や火傷や喉つまりによる呼吸困難、
蜂やダニに刺された場合の通院までに自分たちでできる処置方
法、脳卒中・心筋梗塞時の判断の仕方等を学びました。
法、脳卒中・心筋梗塞時の判断の仕方等を学びました。
帯広市内でも２～３日に１名の方が心肺停止で搬送されてお
り、その場ですぐに対応したことで後遺症もなく日常を過ごし
ているケースもあるとのことでした。
今後も継続して研修会として実施していき、利用者さ
今後も継続して研修会として実施していき、利用者さんの、
んの、
いざという時にはしっかり対処できるよう学んでいきたいと思
っています。
（根岸裕子）
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ひとこと

テーマ

「春のお花見外出」

女性

女性

グループ①

グループ②

奥村 愛美

長谷川 沙緒

私達は天気に恵まれず、西公園で
行う予定が、急遽「エコロジーパー
ク」の屋根付きの焼き肉台に移動し
焼き肉を行いました！
ご家族の皆様には、当日の場所変
更や肉を焼く時にも積極的にお手
伝いいただき、ご迷惑をお掛けした
と同時に本当にありがとうござい
ました！
利用者さんは皆様お腹一杯焼き
肉を食べ、その後は新緑の中、公園
内を散策され帰り際には青空にも
恵まれました。日頃の行いの良さを
感じる花見になりました！

私たちの花見②グループは、ラン
チョエルパソにてランチ、その後グ
リーンパークを散策し、帰園前に帯
広畜産大学のカフェにて軽食を食
べられました。
利用者の方々はそれぞれに食べ
たいものを選んで、幸せそうな表情
で食べられていました！天気にも
恵まれたため、気持ちよく散策する
ことができました。普段とは違う新
鮮な環境ではありましたが、充実し
た時間を過ごすことができたと思
います！

あおぞら

介護棟

佐野 光彦
介護棟のお花見行事は帯広競馬
場内の焼き肉コーナーでバーベキ
ューを行い、おなかいっぱい焼き肉
を頬張りました。あいにくの肌寒い
天気ではありましたがみんなで火
を囲み暖まりながら楽しむことが
出来ました。
食後は競馬場内を散策したり馬
と触れ合ったり、売店で買い物をし
たりソフトクリームを食べたりと、
普段とは違う外出で皆さんリフレ
ッシュできたのかなと思います。ま
た次のイベントもみんなで楽しみ
たいですね！

なごみ

こもれび

男性
小原 恵美子
５月１６日（木）あおぞら花見行
事として清見ヶ丘公園でバーベキ
ュー・ハピネスデイリーへアイスを
食べに行きました。緑が多く天気も
程よく外焼き肉にはちょうど良か
った日和でした！
アクシデントもなく終えられ、利
用者の方やご家族の方、職員一同楽
しめたお花見でした！利用者の方
はご家族の方とバーベキューをし
て、いつになく嬉しそうで幸せそう
な表情に職員一同喜ばしい場面を
見ることができました！

学園カレンダー

７月～ ９月

８月

なごみ H ユニットは 5 月 25 日
（土）ノースファーミング新田にて
お花見をしてきました！気温は３
１℃と高い中でしたが、皆さん元気
に過ごされていました。バーベキュ
ーはアスパラやジャガイモなど新
鮮な食材があり皆さんとても美味
しそうに食べられていました。
バーベキュー後には場所を移動
して、岩内仙峡にて涼みながら、冷
たいデザートを食べて帰ってきま
した。皆さん笑顔が多く見られ楽し
く過ごされていました！

安住 祐弥
５月３０日（金）、ノースファー
ミングにて利用者６名、ご家族３名
が参加の花見行事を行いました。当
日は気温が２５℃を超える暑い日
でありましたが、風も心地よく大自
然の中でのバーベキューとなりま
した。新鮮なアスパラやジャガイモ
などの野菜やジンギスカン、焼きそ
ばなど、どれもたいへん美味しく、
たくさんの量をいただきました。
ノースファーミングは初めての
利用でしたが、また来年も利用した
いと思える場所でしたよ♪

お知らせ！！
あおぞら科では今年度も『バーク堆肥』を１袋４㎏

人事短信
退職

４日 アザレア感謝祭

￥１００で販売を行います。１０袋以上ご購入の方、市

４月２０日

小椋有加

11 日～１５日 夏休み

内近郊であれば配達も致します（ご連絡当日販売のご希

５月３１日

幌村則子

１３日 愛灯学園夏祭り

望に添えない場合がございますのでご了承ください）
。

６月３０日

松岡遥香

7 月～8 月
一泊旅行・日帰り旅行
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栁沼 真也

ご希望の方は愛灯学園あおぞら科（☎３７－５７７
７）池田までご連絡ください。

入職
７月１日

飯島万理子

