共同生活援助事業所サンハウス
康雄

相談支援事業所あおば
管理者︵相談支援専門員︶ 工藤
摩世

苦情解決
令和 年度苦情申出状況
・サービスの質や量
︵食事内容︑サービス提供に関する不満︶ ⁝０件
⁝０件
・利用者の人間関係など
⁝０件
・職員の対応︵態度︑言葉遣い等︶
⁝０件
・その他
合計 ⁝０件
令和 年度 月までの苦情解決申し出は 件
でした︒
利用者の皆さまから寄せられた苦情について
は︑適切な対応により︑その解決にあたります︒
苦情及びその解決については︑個人の情報に
するものや申込者が拒否した場合を除き公表し︑
八甲学園の改善に努めます︒

人事異動
地域支援第一課 支援員
木 村 陽 一︵自己退職︶

工 藤 克 則︵自己退職︶

退職者
地域支援第二課 支援員

すこやか苑

なつどまり
主任支援員

さつき寮 支援員
千代谷 祐 志

新 谷 美保子

転出者・新所属

訪問した事業所では︑利用者の方︑職員の皆様が﹁今できるこ

こども支援課

支援員
佐々木 ひとみ

須 藤 明 歩

地域支援第一課 看護師
石 掛 昌 人

町 屋 浅 子

令 和 年 度 第 回目の広報誌を発行すること
ができました︒
今年度も利用者のニーズに応じたサービスを
展開していきたいと考えています︒今後もご協
力のほどよろしくお願いいたします︒
今回の題字は︑就労継続支援Ｂ型事業所はっ
こうを利用されている大山秋美さんにお願いし
ました︒

編集後記

地域支援第二課 支援員

新採用者

地域支援第二課 主任支援員

転入者

と﹂﹁やれること﹂を見つけ︑取り組んでいました︒グループ
ホームの利用者の方は楽しみにしている外出を今は我慢して︑コ
ロナが落ち着いたら︑○○に行きたいと︑新しい目標にする方も
いました︒
﹁新しい生活様式﹂を取りいれ︑できることをこつこつ取り組
み︑新型コロナへ対応しながら︑相談支援業務を進めてまいりま
すので︑よろしくお願いいたします︒

相談支援事業所あおばにおける
新型コロナ感染拡大防止について

月

※掲載されてい
る写真はすべて︑
ご本人・保護者
様の了解を得て
おります︒

日八甲学園入所児童でミニなつまつりを実施しま

八甲学園
HPはこちら

2

横内
月から新型コロナウィルス感染防止の対応として︑訪問を自

粛するなどの感染リスクを軽減するための対応をさせていただい
ていました︒緊急事態宣言解除後は徐々に訪問︑面談を再開して
障害児相談ではコロナの影響で特別支援学校高等部の実習が大

おります︒
幅に変更になりましたが︑例年どおり実習先に同行することがで
きました︒実習先での少し緊張した様子︑いつもより大人びた表
情や年上の利用者の方々との交流を楽しんでいる姿をみることが
でき︑実習を通して卒業後の姿をイメージすることができました︒
コロナの影響のある中で進路の選択をすることはご本人やご家族
にとって難しいこともあるかと思いますが︑相談支援事業所とし
て︑ご家族や各関係機関と連携し︑卒業後のサービス利用に繋げ
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ていきます︒
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課長

なつまつりがつらいかもしれません︵笑︶︒
こども支援課

中野

正樹

つりがあるので若干強気なこども支援課です︒逆に例年の

がいます︒来年度のなつまつりは未定ですが︑ミニなつま

行事にたどり着けたのではないかと︑どこか前向きな自分

すが︑コロナ禍だからこそミニなつまつりという満足した

コロナ禍でできなかったことも多々あり悔しさがありま

捕獲﹂は闇夜が怖くて実施できませんでした︒

が予想される外出は自粛せざるを得ず︑また﹁カブトムシ

﹁プール﹂﹁デパート﹂﹁公園﹂等の不特定多数との遭遇

らないまつりとして︶実施しました︒﹁海﹂は見るだけ︑

ことないハンバーガー﹂﹁買い物﹂は夏休み中に︵終わ

補足ですが︑希望で挙がった﹁花火﹂﹁ピザ﹂﹁食べた

た︒

議なくじでしたので︑腹も両手も満ち足りた日となりまし

ラーメンまで︑なぜか好きなものだけが当たり続ける不思

引きもバラエティに富みトレーディングカードからカップ

りとなりました︒カレーとたこ焼き以外は食べ放題︒千本

焼き︑かき氷︑わたあめ︑千本引きを含んだミニなつまつ

しつつ︶話を詰めて︑バーベキュー︑カレーライス︑たこ

児童と何をしたいか︵カードゲームを買いまくるは却下

ことで終結しています︒

るかで議論となりましたが﹁どちらでもいいよね﹂という

称を﹁ミニなつまつり﹂とするか﹁なつまつりミニ﹂とす

を避けた規模縮小で実施の運びとなりました︒ちなみに名

した︒コロナ禍によりなつまつりが中止となり︑外部接触
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グループホームの食事︵つぼみ︶

秋美 さん
大山

流行している新型コロナ感染拡大の防止のために︑
月から訪問の自粛等対応をしてきました︒現在は︑
感染防止の徹底と感染リスクの軽減を目的に︑三密
の回避︑検温︑マスク着用︑手指消毒︑公用車の消
毒などを行い︑必要な訪問面談等を実施しています︒
また︑面談の際はアクリル板を設置しています︒
今後も引き続き︑感染症の拡大防止に努め︑相談
支援業務を行ってまいります︒
4

地域支援第二課

お問い合わせ：TEL ０１７−７３８−２１０４
FAX ０１７−７３８−２１１６

題字

7

突然ですが︑読んでいる皆さんにお聞きします︒皆さんが生活
をしている中で一番楽しみなものって何ですか？
うーん︑答えがすぐ出てこなかった方のために少し質問を変えま
しょうか・・・︒では︑お聞きします︒皆さんが生活をしている
中で一番楽しみな時間は何ですか・・？
そう聞かれるとすぐに答えが出てくるのではないですか︒恐ら
く皆さんのほとんどの方はこう答えるのではないでしょうか？
﹁食べることです﹂と︒自分だってそう答えます︒それはグルー
プホームに入居している利用者さんも同じです︒食事って大事
ですよね？食事をすることで自然に今日あったことやテレビの話
題︑何気ない会話が生まれます︒そこには笑顔があり︑﹁今日も
一日頑張ったな﹂﹁また明日も頑張ろう﹂などとその人それぞれ
の思いが溢れてきます︒﹁自分たちは生きているんだ・・﹂﹁幸
せだな・・﹂と感じさせてくれる︑ホッとさせてくれるのが食べ
ることなんだと思います︒コロナウィルスの影響で外出の自粛と
いう流れの中で︑グループホームの利用者さんにおいては外食や
外出という楽しみな時間が以前よりも減っています︒食べること
が何よりの楽しみであり︑食事が生活をしていく中で一番の楽し
みな時間だと強く感じているのではないでしょうか︒２０１９年
よりサンハウスでは︑こだわりの店つぼみで調理されたものを各
グループホームに提供しています︒今までは世話人さんがそれぞ
れのグループホームで食事を作っていましたが︑つぼみで調理さ
れたメニューが全てのグループホームに提供されることで︑メ
ニューや味付け︑量など利用者から様々な要望や意見が聞かれて
います︒全ての利用者さんの要望や意見に応えることは難しい
ですが︑一人でも多くの利用者さんにとって食事が﹁楽しい﹂
﹁ホッとする﹂﹁幸せだ﹂と思える時間︑瞬間となり毎日の生活
が楽しいものとなるように今後も利用者さんの目線に立った食事
のあり方を考えていきたいと思っています︒
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生活介護事業所はっこう
ジャガイモ掘り
木浪

大貴

夏泊ドライブ＆ピザ
こども支援課
８月５日︵水︶社会体験学習で夏泊半

奈津子

生活介護はっこうでは︑今年度から就労継続支援Ｂ型事業
島一周＆ピザ︵行事︶を行いました︒昼

菩提寺

所はっこうで育てた︑いちごやジャガイモの収穫を活動に取
食後に八甲学園のバスに乗り夏泊半島を

地域支援第一課

月はジャガイモの収穫をしました︒事前

しみ︑新たな発見もあったようです︒収穫したジャガイモは

ら感覚を確かめていた方も居て︑皆さんそれぞれに活動を楽

収穫したジャガイモを手に持つとじっと見つめ︑軍手の上か

たよ！﹂﹁とりました！﹂など︑喜びの声が聞かれました︒

すると︑宝物を探すように夢中でジャガイモを探し︑﹁あっ

い場所を教えたり︑少しジャガイモが見えるように環境設定

ら作業を行いました︒その利用者の方に合わせて︑掘りやす

に視覚的なお知らせを使用して︑畑では職員の見本を見てか

食べている最中は夢中になりピザを食べて

食べた﹂などと目を大きくしていました︒

﹁うわぁすごく大きい︑こんなピザ初めて

レイルームで大きなピザを食べました︒

ました︒夏泊半島１周後︑八甲学園のプ

斐もあり︑児童の笑顔が多く見られてい

が楽しめるように工夫しました︒その甲

ＤＶＤを見られる環境を設置し児童全員

１周しました︒ドライブ中は︑バス内で

り入れています︒

持ち帰り︑コロッケやポテトサラダ︑味噌汁の具にするなど︑

慎哉

こども支援課 須藤 明歩
デイサービスセンターはっこうで
は︑夏休み中作業体験と称し︑就労
体験と畑作業を行いました︒
就労体験を行った利用者さんは︑
学校卒業後の進路として就労支援事
業所等を選択している方が多く︑就
労継続支援Ｂ型事業所はっこうの清
掃作業やリサイクル作業の一部を体
験してもらいました︒食堂のテーブ
ル拭きや洗面所掃除︑休憩所の掃除
機掛け︑缶の仕分けなどいろんな作
業を行い︑利用者さんたちは初めて
行う作業や場所に戸惑いながらも︑
就労担当職員の説明を聞き真剣に取
り組んでいました︒
畑作業では八甲学園のビニールハ
ウスに行き︑野菜の収穫や畑回りの
清掃のお手伝いをしました︒長靴と
軍手を身につけ︑トマトを収穫したりじゃがいもを掘っ
たりと︑みなさん夢中になって旬の野菜を沢山収穫して
いました︒清掃のお手伝いでは雑草や葉っぱを拾っても
らいました︒泥だらけになりながらも︑暑い中一生懸命
お手伝いしてくれました︒
作業終了後は汗でダラダラになりながらも︑その後体
育館で遊んだり・・・熱中症に気を付けながら体をいっ
ぱい動かして過ごしました︒夏休みは終わっても︑デイ
サービスセンターはっこうでは制作活動など様々な活動
を行う予定です︒
寒い季節になり
ますが︑これか
らも元気いっぱ
い活動できるよ
うにお手伝いし
ていきます︒

デイサービスセンター
はっこう
夏休み

いました︒

影響で外出活動自粛の中︑就労継続支援Ｂ型事業所の協力も

奈良岡

あり︑良い活動の機会を設定できたと思います︒

就労継続支援Ｂ型
事業所
〜収穫祭〜
地域支援第二課

地域支援第一課 藤巻 美穂
生活介護はっこうＢグループでは︑９月のゲーム活動
で︑ミニ運動会を実施しました︒雰囲気を演出するため
に様々な国旗を天井に飾り︑運動会でおなじみのＢＧＭ
を流しました︒競技の内容は︑手順書とスタッフの見本
で︑やり方や見通しが持てるようにして行いました︒フ
ラフープの輪では︑華麗にジャンプする利用者さんや︑
ジャンプせずゆっくり歩かれる利用者さん︑フラフープ
の輪の横を歩かれる利用者さん等︑１人ひとりの個性が
豊かでした︒三輪車では︑日頃の体育館での活動が発揮
され三輪車の進みがとてもスムーズで速いことに驚かさ
れました︒スズランテープのトンネルでは︑トンネルを
くぐり抜けてくる時の利用者さんは︑真剣な顔や笑顔な
ど表情豊かで皆様ゴールされていました︒今回のミニ運
動会は生活介護で初の試みの為︑多目的エリアにて小規
模で行いましたが︑皆とても上手に競技をこなしており︑
笑顔・拍手・歓声が飛び交い︑怪我することなく競技を
終えることが出来ました︒今後も利用者さんの持ってい
るスキルや好きなこと・得意なことを活かした︑楽しい
活動ができるよう工夫し実施できたらと考えております︒

生活介護事業所
はっこう
ミニ運動会

それぞれが好みの食べ方を楽しみました︒コロナウイルスの
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こんにちは︒就労継続支援Ｂ型事業所はっこう
です︒さて︑本題に入る前に話は少しさかのぼっ
て︑去年の秋頃︵だったと思うのですが︶の会
議での一幕︒﹁開所日は参加希望者だけが参加
する︒利用者全員が参加できる行事があったって
いいだろ？﹂とは︑百戦錬磨の超ウルトラ大先輩
である細川支援員の一言︒一同これに賛成しまし
た︒私だってそうです︒全員が参加すれば︑楽し
いし︑面白いし︑盛り上がるに決まっている︒う
ん︒きっとそうさ
というわけで︑今年の収穫祭は開所日ではな
く︑あえて“平日”に開催しました！当事業所が
誇る﹁菜果班﹂が手塩にかけて育て収穫した野菜︑
焼き肉︑豚汁をみんなで食べながら談笑し︑季節
の移り変わりを感じながら楽しいひと時となりま
した︒何が一番おいしかったかって？そりゃ︑カ
ボチャさ！いやいや︑じゃがいもだって︑おいし
かったですよ〜！
・・・ですが︑世界中で新型コロナウイルスが
猛威を振るっている今
般︑お祭り騒ぎ・・・
とまではいかず︑それ
だけがちょっと残念で
したが︑全員が勢ぞろ
いして一つの行事に臨
めたことは︑こんな時
だからこそ︑その“収
穫”は大きかったと
思っている私です︒
最後に細川さんへ︒来
年もおいしい野菜をた
くさんお願いしますね
〜！
!!
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