相談支援事業所
あおば
地域支援第一課

横瀬

早霧

年末からの雪害に始まり︑新型コロナの勢いは衰える
ことはなく︑私たち相談支援専門員は春が早く訪れて気

グループホーム
近況報告
地域支援第二課

課長

江刺家

聡子

こんにちは︑共同生活援助事業所サンハウスです︒
近況報告で何を書こうか考えると︑この冬はとにかく

援課と市内に５ヶ所ある委託相談支援事業所を中心に︑

１回開催されています︒圏域会議では青森市障がい者支

今年度から新しい取り組みである﹁圏域会議﹂が月に

年末頃に一度は落ち着いたものの今年に入り再燃︑気を

そしてコロナですが︑まだまだ収束が見えませんね︒昨

てくれていますが︑なかなか追いつきません︒

用者さんも世話人も各グループホームの雪かきを頑張っ

雪はもう︑なぜこんなに降るのか⁝⁝の一言です︒利

雪とコロナが思い浮かびます︒

市内の相談支援事業所が５つの圏域ごとに集まり話し合
付けなければいけない状況が続いています︒

持ちを明るくしてくれないかと思う今日この頃です︒

いを行っています︒相談支援事業所あおばは地域活動支

て頂くようお願いしています︒幸いなことに現在までＧ

行いながら︑利用者の皆さんには不要不急の外出を控え

着用の励行︑食事の際の仕切りの使用等の感染症対策を

当事業所では︑毎日の検温︑手洗い・うがい・マスク

援センターすばるを中心とした圏域会議に参加していま
す︒
①災害時の相談支援事業所の果たすべき役割
Ｈ内で感染者は出ておらず︑利用者の皆さんの協力に感

これまでの圏域会議では
②児童期のサービス利用について

活になり︑もう２年近くが経ってしまいました︒早く収

謝しています︒それにしても︑このような制限の多い生
束して気兼ねなく出掛けられるようになって欲しいもの

③事例検討会
災害時の役割では各事業所で契約者の利用者名簿作
です︒

を話し合いました︒
成・保管や防災に関する周知を利用者へどのようにする

しています︒ワクチン接種を行う時は︑全

軒のＧＨ利

３回目のコロナワクチン接種は３月９日︵水︶を予定

のかを検討しました︒児童期のサービスについてはライ
フサポートあおば所長の前中氏をお招きして勉強会を行
いました︒障害児等療育支援など社会資源の説明もあり︑
名が感染症対策をしながら八甲学園に集ま

ができずにいるため︑ワクチンが唯一皆で集まる機会に

ります︒今年は今のところ利用者の会の行事も行うこと

用者さん約

検討では参加した相談支援専門員の方々から︑様々な角

次回はもっと楽しい話題もお届けできるようにしたいと
思います︒
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苦情解決
令和３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
・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
⁝０件
合計 ⁝０件
令和３年度２月までの苦情解決申し出は０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︒

編集後記
令和３年度第３回目の広報誌を発行することができまし
た︒
来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型事業所はっこうの利用
者さんにお願いしました︒

※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︒

冬の一大イベントクリスマス会︒
子ども達にクリスマスの雰囲気を味わってもらい

スマス会でした
こども支援課

佐々木

健介

ひと時のイベントでしたが︑笑顔の多かったクリ

かったプレゼントにみんな大喜びでした︒

て子ども達一人一人にプレゼントを手渡し︑欲し

最後にサンタクロースに扮した三浦園長が登場し

はとても可愛くて盛り上がりました︒

ＯＳＯＵＰと一緒に参加した子ども達の歌やダンス

わせて５つのアトラクションがありました︒ＭＩＳ

ただいたダンスグループ﹁ＭＩＳＯＳＯＵＰ﹂の合

職員のマジックショー︑ボランティアで参加してい

で︑今年度は子ども達からはオタ芸︑歌︑ダンス︑

アトラクションもクリスマス会の楽しみのひとつ

食べており︑喜んでくれて良かったなと思いました︒

子ども達は︑チキンやピザを﹁おいしー﹂と夢中で

子ども達からの始めの言葉があり会食スタート︒

ただきました︒この場を借りて感謝申し上げます︒

ケーキやお菓子等のプレゼントをたくさんご寄贈い

えてイオン青森店様︑幸畑薬局様からクリスマス

も達から喜びの声がたくさんありました︒それに加

いざ本番︒目の前にたくさんの料理が並び︑子ど

来る子ども達からワクワクが伝わってきました︒

て頑張りました︒飾り付けを気にしてチラチラ見に

たくて装飾も料理も﹁これぞクリスマス﹂を目指し

すように︒今回はぐだめきみたいになってしまったので︑

この広報が出る頃には︑春も近づいて雪も減っていま

のは嬉しいものです︒

が久々に顔を合わせて楽しそうに話している様子を見る

なってしまいました︒そんな状況でも︑利用者さん同士

参加した相談支援専門員の方から大変好評でした︒事例
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度からの意見があり︑私たちの凝り固まった考えをほぐ
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してもらいました︒
コロナ禍で研修等に出る機会は少なくなりましたが︑

女子利用者の皆さん
題字：就労継続支援Ｂ型事業所はっこう

八甲学園
HPはこちら

圏域会議に参加することで︑知識に厚みを増した相談支

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

援専門員として︑桜が咲くころには元気に皆さんとお会
いできればと思います︒

〒030-0132 青森県青森市大字横内字桜峰63番地１号
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秋元

早紀
職員一同

デイサービスセンターはっこう

地域支援第二課

友紀
月６日︑７日の２日間︑ノウフクマルシェ２０２１を開

工藤

平 成 年４月１日に開設したデイサービスセ
ンターはっこうは︑今年度をもって事業を終了
いたします︒様々な状況から長期・総合的に勘
案し︑当事業所の今後の安定運営は困難と判断
したうえでの苦渋の決断です︒
開設以来たくさんのお子さんにご利用いただ
き︑﹁はっこう﹂から新たな一歩を踏み出して
いくのを見守らせていただきました︒ご家庭で
もできるお手伝い活動や︑将来に向けた作業ス
キルの獲得︑お友だちとの関わり方の練習など︑
色々なことに取り組んでくれました︒また︑学
校などで体験した楽しかったこと︑好きな食べ
物や遊びのことなども︑いっぱい職員に話して
聞かせてくれました︒畑で野菜を育てたり︑水
族館などへ遊びに出かけたりしたこともありま
した︒
当事業は終了いたしますが︑陰ながら︑お子
さんたちが成長していくこと︑新たなステージ
に挑戦することを応援しております︒最後にな
りますが︑これまでデイサービスセンターはっ
こうに関わってくださった皆様に︑心より感謝
申し上げます︒本当に︑ありがとうございまし
た︒

デイサービスセンターはっこう

令和２年おぎゃー献金基金

美恵子

〜これまでのお礼をこめて〜

千代谷

施設助成金贈呈式
総務課

みに︒

ご来場してくれた皆さま︑本当にありがとうございます︒来年もどうぞお楽し

た！

次々とお客さんが買ってくれて︑ありがたいことに午前中でほぼ完売となりまし

さんと職員で一生懸命販売しました︒私たちが丁寧に作った野菜とスイーツは︑

はっこうでは︑野菜や︑かぼちゃのチーズケーキ︑クッキーを出品し︑利用者

た︒

ちろん︑私たち職員もそれぞれ事業所さんの商品を見て︑お買い物を楽しみまし

お米︑パン︑アイス︑藍染商品︑手作りアクセサリー等々・・・︒お客さんはも

には︑各事業所さんの自慢の商品がたくさん並びました︒野菜︑きのこ︑みそ︑

今年は東青地区７か所の事業所が参加しました︒会場となったサンロード青森

だったようです︶︒

の他︑八戸︑五所川原︑むつ︑六ケ所で行われました︵弘前地区はカタログ販売

主催となり就労継続支援Ｂ型事業所はっこうが実施しています︒県内では青森市

て︑日頃作っている商品をお客さんに知ってもらおう！というもので︑青森県が

催しました︒ノウフクマルシェ︵農福連携マルシェ︶とは︑農業と福祉をつなげ

収穫の秋真っ盛り︒

ノウフクマルシェ２０２１

24

地域支援第一課

開所日でおみやげを渡すだけだと盛り上がりにかけるため︑８ヶ所にマッチ
ングを設けて自分が持っている絵などを合わせて行くと宝箱に辿り着くゲーム
を行いました︒マッチングをやっている方達は︑すぐに理解し宝箱に辿り着く
ことができていました︒マッチングが難しい方達は最初の２・３ヶ所だけ職員
が一緒におこなうと︑理解した様子でそれ以降は自力でマッチングすることが
でき︑宝箱まで辿り着くこと
ができていました︒皆さん
宝箱を開けて︑おみやげが
入っていることに気付くと喜
んでいる姿が見受けられまし
た︒
おみやげを見つけることが
できたため︑歓喜のダンスを
曲に合わせてみんなで踊りま
した︒
開所日で皆さんが楽しんで
いる姿を見て︑最初は不安も
ありましたが徐々に職員も一
緒に楽しむことができ安堵し
ています︒来年度も楽しんで
もらえるよう企画していきた
いと思います︒

6

月 日︵土︶八甲学園にて︑令和
年おぎゃー献金基金施設助成金贈呈式が
行われました︒
本助成金は︑心身障害児のための施設
や研究活動を支援するために︑公益財団
法人日母おぎゃー献金基金が行っており︑
令和 年度の申請では︑当園が助成先と
して選ばれ︑駐車場舗装工事を施工する
ことができました︒
贈呈式には︑基金の関係者の方や︑申
請に携わってくださった県産婦人科医会
の方がご参加くださり︑当事業団本堂理
事長へ目録が贈呈されました︒
舗装工事により︑老朽化が進んでいた
駐車場がきれいに舗装され︑利用者の送
迎時の車の乗り降りがスムーズに行える
ようになりました︒これからも︑駐車場
を大切に管理し︑今まで以上に利用者の
安全な送迎に努めていきたいと思います︒
改めまして︑今回の助成に携わってく
ださった皆様に感謝申し上げます︒

尚大

人の精鋭たちが

地域支援第一課
古の時代から伝わる財宝を求め︑
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生活介護事業所はっこう
忘年会

日︵土︶

松山

コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 の 感 染 予 防 対 策 の た め ︑ 月の忘年会は
生活介護のエリア内でグループごとに行いました︒ゲーム活動で
は︑わなげや的当てを行い自分の順番になると思いっきりゲーム
を楽しんでいる表情が見られていました︒他の利用者の順番では
﹁がんばれ〜﹂﹁おしい︑ドンマイ﹂等と声を掛けあう姿もあり
ました︒音楽活動ではサンタ帽子をかぶり︑楽器を持って曲に合
わせてタンバリンを叩いたり︑全身を使ってノリノリにダンスを
踊ったりして過ごしていました︒お待ちかねの昼食ではオードブ
ルとおにぎりを目の前にして大喜び︒密にならないように食べる
場所とオードブルの場所を分け︑２人ずつ移動して食べたい物を
３つ決め︑スタッフがお皿に移して食べました︒
昼食後︑１年間の振り返りと来年の抱負を発表してもらいまし
た︒﹁新しい公用車掃除が楽しかった﹂
﹁運搬や園内散歩をして体を動かした﹂
﹁来年も作業を頑張りたい﹂等の声が聞か
れました︒
みなさん︑１年間本当にお疲れ様でした︒
コロナウイルスの影響の中︑生活介護エリ
ア内で楽しめる活動を企画し︑みなさんが
表情良く過ごしている姿を見られてホッと
しています︒来年も元気よく健康で過ごし
てもらいたいなと思っています︒

１月

生活介護事業所はっこう開所日
去る
12
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ここに集い宝探しゲームに参加している・・・︒さぁ結果はいかに︒

29

令和４年 ３月１日 発行
八甲学園だより
第300号
令和４年 ３月１日 発行
八甲学園だより
第300号

