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ハロウィンへ向けて個々で利用者さ
んたちが作り上げた作品です。ハンガー
を使って上から吊るすことでハロウィ
ンらしさが出ている良い作品となって
います。
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叡 智

「新型コロナウイルス感染症と利用者支援」
愛 灯 学 園 係長 佐藤 力
新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言が解除
され、愛灯学園においても 10 月１日より利用者の外出
やご家族との面会など、一定のルールを設けた上で一部
再開することといたしました。また、昨年度は実施でき
なかった旅行においても、十勝管内のコテージ等、他者
と接点のない一泊旅行や日帰り旅行に限って、9 月より
再開いたしました。
2019 年末に、日本で初めて新型コロナウイルス感染症
が報道されてから、もうすぐ 2 年。利用者の皆様やご家
族、地域の皆様には、様々な場面での行動制限、感染予
防対策等、新型コロナウイルス感染症に関する施設の取
り組みに対して深いご理解とご協力を賜り、改めて感謝
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愛 情

●編 集 愛灯学園広報委員会

探 求

申し上げます。コロナ禍であっても職員一同、工夫
を凝らして利用者の皆様の QOL 向上に取り組んで
まいります。
さて、以前ご案内いたしました、LIFE 展７～あと
らくしょん〈魅力〉～が、おかげさまで無事に終了
いたしました。7 月 20 日から 8 月 17 日の約 1 ヶ月、
前回より短い期間での開催となりましたが、来場者
数は延べ 300 名を超え、十勝管内のみならず、道内
各地、本州からも足を運んでいただくことができま
した。愛灯学園のアールブリュットが、帯広・十勝
のアールブリュットを促進し、ご来場いただいた多
くの皆様に感動を与えることができたのではないか
と思います。お越しいただいた皆様、ご来場ありが
とうございました。
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澤田勝幸さん、日崎まゆみさんの 2 名が今年で 60 歳に
なり、
佐々木博枝さんが 77 歳になりました。
そこで 9/20
の敬老の日に還暦祝いと喜寿を祝うために敬老会を行
いました。コロナ禍の為、外出しての食事はできないの
で北海道ホテルでお弁当をテイクアウトして園内にて
食事をされました。食事内容はステーキやサラダといっ
たものから、くずもちなどの洋風、和風のものが 20 品
近くも入っており、豪華な弁当に皆さん勢いよく食べら
れていました。食事が終わった後は、愛灯の職員からの
お祝いのメッセージ動画を視聴され、知っている職員が
出ると嬉しそうに声をあげたり、手を叩いたりと楽しま
れていました。視聴後は一人一人に記念品の贈呈があ
り、皆さん記念品を受け取ると嬉しそうにされていまし
た。最後に一人ずつと全員での記念撮影を行いました。
一人一人上手く撮影ができ、とてもよいものになったと
思います。コロナ渦でありますがこのような会を開けて
良かったと思います。
（小針宏聖）

研修報告

乗馬療育研修を行いました！

8 月 24 日に乗馬療育研修を行いました。日頃から愛灯学園乗馬療育インスト
ラクターとして活動していただいている、柏村先生に講師をお願いし乗馬療
育の歴史と実際の乗馬体験、利用者さんの乗せ降ろしの講習を行いました。
当日は雨が降り出しそうであったため、座学は 10 分程で終了し、実践研修を
メインとして行いました。職員の皆さんは馬に乗った経験の少ない方が多く、
乗馬体験を通して自分が実際に馬に乗る感覚を知っていただいた上で馬への
乗せ降ろしを行っていただくと、普段利用者さんが乗る際にはどのように介
助を行うことでスムーズに乗り降りができるのかを知っていただける良い機
会になったかと思います。実際に研修に参加した職員の皆さんからはとても
好評で今後の乗馬療育に対する理解を深めていただけた良い研修になったかと思います。次年度以降も研修を
行いより良い乗馬療育を提供できるようにしていきたいと思います。（栁沼真也）

アカゲラハウスカフェ
開店しました。
利用者さんに少しでも気分転換をして頂きたく、あかげらハウスにてカフェを開くこと
になりました！（不定期ですが・・・）第１弾として９月１０日に男性・女性利用者さ
ん数名ずつお誘いし、クッキーを作ったり本格的なコーヒーを淹れ非日常的な時間を過
ごしていただきました。初回にしてはかなり好評で、
「まだいてもいい？」
「また行きた
い！」と話される利用者さんもいらっしゃいました。今後も月１回のペースで開催して
いく予定です！（川俣優香）
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愛灯学園 定期便（2021-秋-276 号） 2021 年 10 月 25 日

ひとこと

テーマ 「日帰り旅行へ行きました！」
９月１６日（木）芽室嵐山スカイパークにて焼肉を楽しんできました！
天気にも恵まれ、涼しい木漏れ日の中で美味しいお肉や野菜を皆さん召
し上がりました(^^♪予定していた散策は発作等体調不良者がいたこと
により中止し焼肉のみの実施となりましたが、帰りの車の中では皆さん
元気に過ごされていました。笑顔があふれる日帰り旅行となりました(≧
▽≦)（佐野翔太）
９月１３日中村優子さんと白木祐世さんと日帰り旅行へ出掛けました。
十勝ヒルズでガーデンを散策された後、ヒルズ内のカフェにてランチボ
ックスをテイクアウトし外で召し上がられました。食後はウエモンズハ
ートでソフトクリームを食べ、むつみ公園で涼まれたりと、お二方とも
終始楽しそうに過ごされており、充実した旅行となりました。(菊地花琳)
9 月 7 日（火）新嵐山スカイパークでの日帰りを行いました。参加者は、
水野拳聡さん、鈴木勝哉さんです。当日は天気にも恵まれて快晴で景色
もよく見えていました。水野拳聡さんもアスレチックを見るとチャレン
ジャーで進んで丸太に乗られて表情も穏やかに遊ばれています。鈴木勝
哉さんは、敷地内を散策され機嫌の良い大きな声を出されていました。
昼食は、バーベキューで美味しいお肉と焼き野菜を食べられています。
帰りには、デザートでウェモンズハートにてアイスクリームを食べてか
ら学園に戻られていました。
（宮崎智弘）
江上順子さんは、中札内方面（六花の森・花畑牧場）に日帰り旅行に
行ってきました！六花の森では、様々なお花や植物をみて、ニコニコと
和まれていました。花畑牧場では、ロバや羊等身近にあまり見る事のな
い動物たちを近くで見ることができ、少し驚いた様子も見られていまし
たが、沢山笑って過ごすことが出来た旅行でした☆（六日市萌）
大澤沙緒里さん、南部由江さんは 9 月 1０日（木）足寄里見が丘公園への
日帰り旅行に行ってきました！
お二人はドライブ好きのため、久々の遠方のドライブにとても嬉しそう
に乗車され楽しまれていました。足寄にてウッディベルのバーガー購入
しピクニック。帰り道にはソフトクリームも堪能◎好天の中、無事日帰
り旅行満喫できました！（道田恵美子）
坂東苑美さんは 9 月 17 日に、日帰り旅行で忠類のナウマン公園へ行って
きました！移動中の車内では非常に楽しそうに鼻歌を歌ったり、周辺の
景色を楽しまれていました♪到着後すぐは大きなナウマンゾウの像に険
しい表情をされていましたが、昼食のステーキ弁当を食べて周辺散策を
している内に落ち着かれたようでした。
（野尻香菜）
１１月１５日

学園

１２月２日

眼科検診
インフルエンザワクチン

カレンダー
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ひとこと

テーマ 「一泊旅行へ行きました！」
9 月 22 日に一泊で士幌高原ヌプカの里に行ってきました。現地に着く前
に士幌交通公園と士幌かんがい溝跡に立ちよりました。夕食は、外で焼
肉をしましたが、日没が早くコテージの中で食べました。２日目はタウ
シュベツ川橋梁跡展望台に行き昼食を食べました。皆さん、景色や散策
を楽しむことが出来て良い旅行でした。
（渡辺一輝）
9 月 17 日（金）になごみＨユニットで陸別の銀河の森コテージで一泊
旅行に出かけました。久しぶりの旅行だったためか皆さん表情が良く、
笑顔で過ごされていました。夕食の焼肉もたくさん食べたりお茶会でジ
ュースやケーキを食べて満足そうな様子でした。少し興奮気味で寝付け
ない様子でしたが一泊旅行を楽しまれていました。
（清田智大）
１０月７～８日女性利用者さん４名で陸別方面へ一泊旅行へ出掛けま
した。天気もよく暖かい旅行日和★１日目は陸別までドライブ。コテー
ジに着くと少し緊張でしたが時間が経つとリラックスされ、夕食もたく
さん食べ大満足な皆さんでした。二日目は公園散策、ブランコに乗った
り紅葉を見たり…のんびりと時間を過ごしました。
（打矢淑子）
9 月 2 日～3 日（安達さん・上野さん・木村さん・遠藤さん）9 月 9
日～10 日（大金さん・門脇さん・西田さん・森本さん）2 グループに分
かれて上士幌町方面へ旅行に行ってきました。宿泊した場所は糠平温泉
のプライマルステージでしたが、気持ちの良い温泉を堪能する事ができ
ました。久しぶりの旅行を楽しむ事ができましたよ♪（安住祐弥）
９月１６日～１７日、池田町のまきばの家に宿泊してきました！出発時
から演歌やモーニング娘を歌って踊って…皆さん楽しんでいました！
１日目はひつじを見に行ったり豪華な十勝牛の焼肉を堪能。２日目はナ
イタイ高原で牛を見て昼食は公園でまったりスープカレーランチ。美味
しい物をたくさん食べて充実した２日間でした♪（長谷川沙緒）
9 月 29 日～30 日中札内のフェーリエンドルフに一泊旅行に出掛けまし
た！夕食はコテージのデッキでＢＢＱ。盛り沢山のお肉と皆で収穫した
新鮮な野菜も焼いてお腹一杯食べました！お天気には恵まれませんで
したが、短い時間の中、森林や海の散策と自然に触れ、野菜や卵の収穫
体験と普段の生活にはない経験が出来た旅行でした。
（高橋千寿香）
昨年は行く事の出来なかった一泊旅行や日帰り旅行など今年は行
うことが出来て良かったです。どの写真も皆さん楽しそうにされて
いる姿がたくさん見られ、編集していてほっこりしました。来年は
十勝管外にも足を運ぶことができるようになってくれることを祈
っています。さて、話は変わりますが 10 月と言えばハロウィンで

編集後記

す！利用者さんや職員も楽しめる一大イベントとなっているので
僕も楽しみです。現在はコロナ渦のため出来ていませんが、僕自身
も毎年ハロウィンにはコスプレをして街にくり出していたため、利
用者さんも楽しくコスプレして参加してくれると嬉しいですね！
写真は僕が良く行っているコスプレです。何だかわかりますか？
（栁沼真也）
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