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―今回の表紙―
「 愛灯学園お神輿」
夏の職員・利用者合同創作作品
です。お神輿の土台部分を職
員、飾りつけを利用者さんにお
願いし立派なお神輿が完成し
ました！この夏はお祭り気分
を味わって楽しく過ごしたい
ですね！
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＜副施設長 坪井一身＞
2020 年に始まった、
“新型コロナウイルス”の感染
拡大は、一年以上経過した今でも、その勢いは衰える
ことなく、より感染力が強いと言われる、インド型（デ
ルタ株）に姿を変えて、今現在も感染拡大を続けなが
ら、私たちの日常生活に大きな脅威をもたらしていま
す。ようやく第 4 波が減少傾向となり、落ち着いてき
たかと思われた矢先、東京では、再び新規感染者が
1000 人を超え、デルタ株への感染は 4 割を超える事態
となっており、第 5 波襲来の兆しを見せています。ワ
クチンの接種についても、政府や自治体の間に大きな
温度差があり、私たちの「一刻も早く！」という想い
とは裏腹に、ワクチン接種の順番は後回しの状態とな
っていましたが、ここにきて急転直下の動きがあり、
職員については 7 月末までに、また、利用者の接種
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については 8 月末までに、それぞれ全員接種を終える
ことができることとなりました。感染症のリスクが一
つ減ったことに関しては、少しだけ安堵を感じますが、
ワクチン接種後に生じるであろう副反応への対応や、
急拡大を見せているデルタ株に対する感染予防等、課
題は山積の状態である事に変わりはありません。世界
規模でワクチン接種は進み、今後“ウイズ・コロナ”
として、これまでと同様、人類とウイルスとの共存状
態になっていくと科学者は述べていますが、近い将来
なのか遠い未来なのか、明確な答えは出ていません。
私たちは、利用者の「安心・安全、豊かな暮らし」を
守るミッションを担っており、この現状から、多くの
事を学ばなくてはなりません。そして、この甚大な出
来事が過去のものとなり、再び、私たちの暮らしに
“平穏”が訪れることを願って止みません。
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みんなが主役！音楽活動！
月 2 回を目標に全体での音楽活動やジャンベ活動を行
っています。音楽活動では主に楽器を使っての演奏や
みんなで歌を唄い一つの音楽を作りあげています。ジ
ャンベ演奏では、個々にジャンベを持ち利用者さん一
人ひとりが中心となって音楽を奏でています。皆さん
に笑顔が多く見られ楽しい時間を過ごされています！
写真は「ひっぱって」の歌に合わせて、１つに繋がっ
た鎖・ふわふわの毛糸・お玉・ぬいぐるみ等様々な感
触のものをみんなで引っ張って様々な感触を楽しんで
いる様子です！

馬に乗ってぱかぽこ歩こう乗馬活動！
週 2 回を目標に乗馬活動を行っています。乗馬活動で
は、自然に囲まれたせせらぎの森を使って乗馬を楽し
んでいただいています。また時折玉入れや的当てなど
のアトラクションも楽しんでいただきながら行ってい
ます。馬とのふれあいの時間を設け、利用者さんには
馬のブラッシングを行っていただき、動物とのコミュ
ニケーションの場を提供しています。乗馬を楽しむ方、
ふれあいを楽しむ方、まだ怖くて少ししか触れること
ができない方等、それぞれに合った内容で参加できる
よう支援しています！

どんな作品が出来るでしょうか？ぐるぐる活動！

毎週ポプケを利用しながら、作家さんたち個々に合っ
た画材を使用していただき、それぞれが思うままに絵
を描いていただいています。紙で描かれる方もいれば
セロハンテープや折り紙などで作品を作られる方など
様々です。皆さんぐるぐるでの活動を非常に楽しみに
されています。
また、ぐるぐるで活動している作家さんたちの作品を
7 月 20 日～8 月 17 日まで LIFE 展という形でポㇷ゚ケに
て展示しております。ワークショップなども行う予定
なので、みなさん是非足を運んでみてください。
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「お花見に行ってきました！ ①」
「あかり E ユニット 」

「あかり F ユニット 」
六日市 萌

川俣 優香

あかり E ユニットは、エコロジーパークとハピネスデイ
リーに行ってきました！
晴天にも恵まれ、外のテーブルでちょっぴりお高目なお
弁当を皆さん美味しそうにペロリと完食♪普段よりも、
たくさん食べたので食べた後は、満腹な様子でゆったり
と過ごされていました。ユニットの皆さんとお出かけす
るのは、とても久しぶりだったので、いつもよりも沢山
お話しをされていた方や、沢山笑顔を見せて下さった方
など、行事ならではの様子が見られ、とても楽しく怪我
もなく花見行事を終えることができました★
帰りの車内では、皆さんウトウト…とても疲れた様子で
したが、充実した１日となりました(^^)/

あかり F ユニットでは 5 月２１日（金）にお花見を行
いました！当初、十勝エコロジーパークで行う予定で
したが、直前に発令された緊急事態宣言と天候不良に
より使用できず・・・急遽、ウッドハウスで食事・ド
ライブに変更しました。昼食はウッドハウスにて、そ
れぞれ選んで頂いたお弁当を食べました！どれも、ボ
リューム満点のお弁当でとてもおいしそうでした。
昼食後は二手に分かれ、1 グループは道の駅十勝川温
泉へ、2 グループは池田方面へドライブを行いまし
た！行ったことのない場所だったようで、気分転換に
なった様子でした。昨年に引き続き、制限された花見
になってしまいましたが、来年こそは思う存分楽しめ
る花見を行いたいです。

「なごみ G グループ 」

「かしわグループ」
小山 佳那

５月１７日なごみ女性５名でお花見に行ってきました。
更別の【どんぐり公園】を予定していましたが、当日の
悪天候により、急遽変更。あかげらハウスにて豪華なオ
ードブルとお寿司をお腹いっぱい食べました。食後は中
札内の道の駅までドライブ、それぞれ好みのソフトクリ
ームを食べてきました。
天気が悪くて、外を散策することできず残念でしたが利
用者の皆さん楽しそうにされていました。

(3)

打矢 淑子
かしわ棟は、５月１２日に焼肉ガーデンまくべつに
てお花見を行いました。天気も良く暖かい中で外バー
ベキュー！！ おにぎりに数種類のお肉と野菜でボリ
ューム満点。焼けるのに少し時間がかかってしまいま
したが皆さん次々と食べられ、あっという間に完
食！！食べ終わった後はのんびりと少し休憩、リラッ
クスして過ごされました。バーベキュー終了後はウエ
モンズハートとハピネスデイリーの２組に分かれてア
イスを食べに行きました。ドライブで気分転換しつつ、
暖かい日差しの下でのアイスは格別★皆さんいい笑顔
で食べられました！感染症予防をしっかり行いなが
ら、例年とは違う小集団での実施となりましたが皆さ
ん楽しまれた様子で良かったです。
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「お花見に行ってきました！ ②」
「きらめきグループ」

「生活介護棟 グループ」
岡本 駿

大野 寛太

５月１８日、きらめきユニット花見行事では帯広市広
野町、ノースファーミング仁田にお出かけしています。
当日は天候にも恵まれ、程よい気温の中バーベキュー
をし、皆さん待ちきれない様子でお肉や野菜、焼きそ
ば等をたくさん召し上がっていました。
バーベキューを楽しまれた後は、飼育されているヤ
ギやニワトリとのふれあいを楽しまれています。
コロナ渦という事もあり、外に出掛ける機会が減っ
てしまっている中、久々の外出という事もあり各利用
者さん表情良く車での移動や焼肉を楽しまれ、大変満
足され充実した一日でした。

5 月 13 日に介護棟メンバー全 9 名でお花見行事とし
て、焼肉ガーデン幕別に行ってきました！その日を迎え
いざ介護棟を出発すると、
「何を食べようか」
「どれくら
い食べられるか」と楽しく話している内に到着。手洗
い・消毒をして待ちに待った焼肉の開始です！！好みの
物を焼いては食べる方、ゆっくりとバランスよく食べる
方、焼き方に回って皆に食べてもらおうとする方などそ
れぞれに焼肉を楽しんでいる様子でした！！
焼肉を終えると、ドライブに行く組とパークゴルフに行
く組に分かれてそれぞれで楽しくお花見行事を締めく
くりました。
（筆者はパークゴルフに参加して利用者さ
んの腕の前に完敗しました）

「なごみ H グループ 」

「こもれびグループ」

清田 智大
５月１３日になごみＨユニットの花見行事で更別の
どんぐり公園でバーベキューと福祉の温泉里に行って
きました。残念ながら天気は曇りで肌寒い日でしたが
皆さん久しぶりの外での外食だった為か、気にしてい
ない様子でバーベキューを楽しまれていました。たく
さんのお肉と焼きそばで普段より多く食べて満足そう
な様子でした。福祉の温泉里に行く前にどんぐり公園
前で記念撮影をして移動しています。温泉に着くと待
ちきれないのか職員の手を引っ張って先に行こうとす
る姿も見られました。ゆっくりと温泉に浸かって体の
芯まで温まってから学園に帰っています。

佐野 翔太
こもれびユニット花見行事をノースファーミング仁田
さんにて行いました！当日の天気は、朝から曇り空でし
たがお昼に到着するころには、とてもきれいな青空へと
変わり、風もなく最高の焼肉日和でした！コロナ禍にあ
り最近は外での食事を摂ることが難しかったですが久
しぶりの外食。それも青空での焼肉に、皆さんとても素
敵な表情でお肉や野菜を召し上がっていました！食後
にはノースファーミング仁田さんにある花畑や飼育さ
れている動物を見学したり、職員とどんなお肉・野菜が
美味しかったか楽しそうに話してくださる方など、皆さ
ん思い思いに焼肉を楽しまれていました！少しずつで
もこうした楽しみを取り戻せていければと思います！

お知らせ！！

人事短信

7 月２０日～８月１７日までポプケにて LIFE 展Ⅶを開催し
ています。１度に入場できる人数を制限し、感染症対策をしっ
かりと行っていますので是非足を運んでください。
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