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AJU 愛光園だより 
～私たちは、誰もが人間としての尊厳が保たれ、安心して共に生きる社会をめざします～ 

と、住人さんと話し合い、準備を重ねてきま

した。 

 式典当日、住人さんはこの日のために新調

したおしゃれな服で身を包み、みなさん晴れ

やかな表情をされ、来賓の方に記念品を渡す

係、式典に花を添えてくださったソプラノ歌

手の野田ヒロ子さんに花束を渡す係、ボラン

ティアさんに感謝状を渡す係…それぞれの役

割を生き生きと果されました。 

 一昨年から２年かけて、住人さんの夢をひ

とつひとつかなえていこうという取り組み、

「４０周年夢プロジェクト」から生まれた、

住人山口好孝さんがマスターを務める「ヨシ

タカフェ」、手作りの記念品「ピサンキ」

（卵アート）などに詰め込んだ、私たちのお

もてなしと感謝の気持ちが、集ってくださっ

た皆様に受け取っていただけて、にぎやかに

和やかに、創立記念式典が行えましたことを

ここに報告させていただき、改めて、感謝申

し上げます。 

 

    

         

 

 ひかりのさとのぞみの家は、平成３０年

５月１日に創立４０年となり、５月５日に

は、来賓、ボランティア、ご家族、関係者

１５０名近くの方々と、のぞみの家住人職

員、あわせて２００名ほどの方々がホール

に集い、創立４０周年記念式典を共に祝っ

ていただくことが出来ました。 

 ひかりのさとのぞ

みの家は、愛光園に

通っていた子供たち

が成人を迎え、家族

から自立して暮らす

家が欲しいという切

なる願いが原動力と

なって、日髙昇様のご厚意があり昭和５３

年ここ東浦の地に、身体障害者療護施設と

して誕生しました。 

 それから４０年、入所施設として１日も

休むことなく、１４６００日、住人さんの

家としてあり続けてきた歩みには、どれだ

け多くの方の支えがあったことかと思う

と、感謝の気持ちでいっぱいです。 

 ４０周年記念式典では、自分たちが祝っ

てもらうのでは

なく、その感謝

の気持ちを伝え

る場にしようね

 感謝 ～ひかりのさとのぞみの家４０周年

～ 

ソプラノ歌手野田ヒロ子さん

ピアノニスト蒔田裕也さん 
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ふり返れば、昭和から平成、社会や文化の変

化の大きなうねりの中で、住人さんの暮らし

も大きく変化してきました。４０年間、楽し

くてたくさん笑い、つらい別れに涙し、職員

不足で苦しい時期も、ひとつひとつ住人さん

を中心にみんなで乗り越えてきました。 

 開設当初、５０名定員のところ、一人ひと

りをしっかり受け止めようと住人さんは２０

名からスタートしましたが、そのはじめの一

歩を踏み出した住人さんは、４０年経った

今、地域に出られたり、亡くなられたりして

５名になっています。 

 ４０年間、「ともに生きる」理念の下、助

け合い、認め合って暮らしてきたとはいえ、

やはり集団生活

という大きな制

約の中で、「逃

げる」という選

択肢を持たず、

「のぞみの家の

住人」として暮

らし続けてきた

住人さんたちの

人生に、敬意を持たずにはいられません。 

 ここで、住人さんたちは、決してただ、生

かされてきたのではなく、住人さん自身のす

べてをもって、職員を育て、のぞみの家の思

いを伝える大切な役割を果たして続けてきた

からです。 

 ４０年の間に、２７名の住人さんをのぞみ

の家で見送りました。長くのぞみの家と関

わって地域移行後に亡くなられた方を含めれ

ば３０名以上。記念式典には、その方たち

も、写真で参列しました。その住人さんたち

がいたからこそ、今ののぞみの家があると

思っています。 

 ４０周年記念誌では、開設当初からの４０

年、２０００回を超える寄り合いノートの抜

粋で、のぞみの家の歴史をふり返ろうと試み

ました。その中で、若き日の住人さんたち

が、喧々諤々、「共に生きるって何だ」と語

り合っています。  

 語り合う・・と一口で言っても、のぞみの

家では、脳性小児まひにより言語障害がある

住人さんがほとんどなので、一つの意見を表

現する住人さ

んも、聞き出

す職員も、大

変 な エ ネ ル

ギーが必要で

す。その寄り

合いの積み重

ねの中で、住

人さんは互いを

理解し、職員は、住人さんの思いを受け止

める姿勢を学んできました。しかし、近年

の寄り合いでは様々な事情から住人さんの

意思を聞き取る職員の参加が確保できず、

寄り合いの必要性が問われることもありま

した。 

 ４０年経ったのですから、住人さんの障

がいの重度化、高齢化は当然です。職員不

足、それも言い尽くしました。ただ、それ

を「だからできない」という理由にはも

う、したくないと思います。 

 「障害があろうとなかろうと一人の人と

して尊重しあう」・・・大切なことはごく

シンプルなのだと思います。４０周年を迎

えた今、寄り合いの在り方を含めた、のぞ

みの家の様々な課題を、その基本に立ち返

りながら、変えるべきことは変えていくこ

とも必要です。 

 のぞみの家に就職した３３年前、若かっ

た私はこの場所でこの人たちとの暮らしが

永遠に続くと思っていました。が、４０周

年の今、５０周年ののぞみの家を想像しよ

うとしても正直、できません。それでも、

のぞみの家はのぞみの家としてあり続ける

はずです。今いる住人さん職員で心を合わ

せ、様々な課題に立ち向かい、５０周年に

向けて丈夫なタスキをつなぎたいと思って

います。ひ

かりのさと

のぞみの家

を今後とも

どうぞよろ

しくお願い

します。 

永年勤続表彰授与！！ 

ヨシタカフェは大盛況！ 

「平和と鳩」長坂和美 
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【基本方針】 

障がいの有無・介護の要否にかかわらず個

人の尊厳が保たれ、住み慣れた地域で自分ら

しい暮らしを続けられるよう地域生活支援を

推し進めつつ、職員がより働きやすく働きが

いのある環境を整えます。  

【重点目標】 

１．その人らしい生き方を支援します。 

1) 支援の意味を改めて考え、活かします。 

2) 地域での福祉ニーズに応えます。 

3) 地域での生活を応援します。 

２．人材の確保・育成を進めます。 

1) 人材の確保・育成を進めます。 

2) 明るく働きがいがあり、働き続けられる

職場づくりに努めます。 

3) 多様な人財の活用を図ります。 

３．新しい時代にあった法人経営を展開して

いきます。 

1) 公益性の高い社会福祉法人として内部統

制の強化に努めます。 

2) 地域貢献・情報発信・地域連携をすすめ

ます。 

3) 制度改定への対応を行います。 

重点目標の1-1は、介護・支援の意味を改

めて考えるというものです。介護・支援を提

供すること自体が目的なのではなく、それを

通じて誰もが暮らしやすいまち

づくり・社会づくりが目的で

す。またその提供には、自立支

援・権利擁護の観点は欠かせま

せん。意思決定支援・アセスメ

ント・個別支援計画の意味を再

確認していきます。 

1-2では、愛光園は身体障がい・知的障が

いを主な対象とした事業所が多いのですが、

精神障がいの方の利用が増えています。適切

な支援ができるよう精神障がいについて学び

ます。また高齢化・重度化に伴い医療ニーズ

を含めた支援ニーズに応えていかねばなりま

せん。私たち自らが学ぶとともに、私たち自

身でできることは限られていますので、ノウ

ハウなどの情報発信をしていきます。 

1-3 老人保健施設の機能の1つである在宅

復帰に取り組みます。また老朽化したグルー

プホームの住み替えや、拠点機能のあるホー

ムの検討をしていきます。 

2-1は、愛光園の最大の課題となっていま

す。船井総研のお知恵を採り入れながら、質

量ともに必要な人財を確保できるように取り

組みます。また実務者研修や喀痰吸引研修を

自施設で行い、職員の資格取得・レベルアッ

プに取り組みます 

2-3では、経済連携協定を通じてベトナム

から2人、外国人技能実習生制度を通じて

フィリピンから5人来日することが決まって

います。また法定の障がい者雇用率も2.2％

に引き上げられました。何の制約もなくバリ

バリ働く若者は減り、子育てや親の介護をし

ながら働かれる方、高齢者で体力に応じて働

かれる方が増えています。そんな社会の動き

の中で、その人にあった仕事を続けられるよ

う、環境を整えていきます。その一環として

新しく職員宿舎を建設します。 

3は制度の変更への対応です。会計監査人

の選任や、医療・介護・福祉の報酬の同時改

定に対応し、地域との連携を進めます。 

平成30年度事業計画・予算 
【基本理念】 

 私たちは、誰もが人間としての尊厳が保たれ、安心して共に生きる社会をめざします。 

１．私たちは、誰もが、まず「人として」 受けとめられ、地域の中で自分らしく暮らすため

の支援サービスを提供します。 

２．私たちは、誰もが、必要なときに、必要なサービスを利用できるように取り組みます。 

３．私たちは、誰もが、安心して暮らすために、地域の輪の中で、「共に生きる」実践と運

動を進めます。 
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【予算について】本業である事業活動資金

収支差額で1億円を生み出すことが目標で

す。 

事業活動による収支について。今年5月末で

あいおい刈谷を閉鎖します。そのため介護保

険事業収入や老人福祉事業収入は減額しま

す。 

支出について、人件費支出は人材確保が難

しいため減額です。 

施設整備等による収支では、相生の修繕や

職員宿舎の新築、グループホーム移転等で大

幅増です。 

当初予算には計上しませんでしたが、あい

おい刈谷の廃止に伴う違約金の支払いや利

用者への解決金・職員の退職に係る支出が

確定し、5月の理事会評議員会で、9400万円

の借り入れと、1億700万円の特別支出の補

正を行いました。 
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  ＜イベント・行事予定＞ 
「ひかりのさとのぞみの家４０周年記念行事」 

      開催日：２０１８年５月５日�土�     会場：ひかりのさとのぞみの家 

「夏まつり」 

      開催日：２０１８年８月１８日�土�  会場：相生駐車場と周辺 

「第４４回ひかりのさとバザー」 

      開催日：２０１８年１１月３日�土�  会場：ひかりのさとのぞみの家と周辺 

「第１４回実践発表会」 

      開催日：２０１８年１２月８日�土�  会場：あいち健康プラザ 
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ひかりのさとのぞみの家  

【基本方針】 

  利用者一人ひとりがどう生きたいのかに寄り

添い、生き生きとその人らしく暮らせるよう、

利用者ニーズに応じたサービスを提供します。

そのために、職員一人ひとりがやりがいを持っ

て働き、成長できるよう、職場環境を整備し、

人材確保・育成に努めます。利用者が安心して

生活し続けられるよう職員体制と経営状況の安

定的な運営に努めます。 

【重点目標】 

1.個々の利用者が社会の一員として人との関わり

を通し生き生きと暮らせるよう支援します。 

2.職員が活かしあい高めあうこと

でチーム力を向上します。 

3.労働環境を整備し働き続けたい

と思える職場をめざします。  

4.４０周年を機にのぞみの家の在

り方をふり返ります。  

 

平成３０年度 事業所別基本方針及び重点目標 

まどか  

【基本方針】 

1.私たちは、ご利用者一人ひとりのニーズに基づ

き、安全で安らげる暮らしと社会参加と自己実

現を意識した活動を提供します。 

2.私たちは、地域資源の一つとして、関係事業所

と連携しながら地域社会に貢献します。 

3.私たちは、「共に」を支援の指針とし障がいの

有無にかかわらず、誰もが相互に人格と個性を

尊重し支えあう共生社会を目指します。  

【重点目標】 

1.ご本人の意思を汲み取り、思いの実現に向けた

支援に努めます。  

2.チーム力を育み、ご利用者ニーズの実現に向け

人財育成に努めます。 

3.居住環境や労働環境改善に努めます。  

愛光園地域居住サポートセンター 
【基本方針】 

私たちは、希望する誰もが安心して地域で暮ら

し、利用者本人のエンパワメントが高まる生き

方の支援をめざします。 

そのために、関連機関や法人内各事業所と連携

し、社会資源の開発・活用を推し進めながら地

域生活支援の仕組みを構築して行きます。  

【重点目標】 

1.地域生活支援ニーズを把握し、法人内各事業

所・地域の関係機関と協議し、地域生活支援の

機能を強化していきます。  

2.人材の育成と活用をはかります(なないろの家

の体制整備など）。 

3.本人活動が発展できるように環境設定やサ

ポートを行います。  

4.支援者のライフワークバラン

スをはかり、グループホーム

での支援の多様性の確保や質

の向上に繋げます。  

地域生活支援センター りんく 
【基本方針】 

1.私たちは、希望する誰もが安心して地域で暮らし、利

用者本人のエンパワメントが高まる生き方の支援を

目指します。 

2.そのために、ヘルパーステーション(居宅介護事業)及

びグループホームセンター（共同生活援助事業）を

一体的に管理・運営し、関連機関や法人内外の事業

所と連携して社会資源の開発・活用を推し進めなが

ら地域生活支援の仕組みを構築していきます。 

障がい者活動センター愛光園 

【基本方針】 

愛光園は、様々な重い障がいを有する人たちの

地域生活支援の核となる場所です。通所者一人ひ

とりが自己実現に向かって可能性を追求し、且つ

生活主体者としての社会参画活動を実践し、地域

の方との相互理解を築き、共に生きる社会を目指

します。  

【重点目標】 

1.利用者一人ひとりが、その人らしい生き方がで

きるよう支援していきます。 

2.スタッフの支援力向上に向けたプログラムの実

施に努めます。  

3.30周年記念に向けた取り組みをしていきます。  

【重点目標】 

1.利用者が安心して暮らし続けられるグループ

ホーム並びに在宅への支援を続けます。 

2.安定した支援を提供するための

人財の確保と育成に努めます。 

3.地域に開かれた・親しみのもて

る事業所を目指します。  
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ひかりのさとファーム  
【基本方針】 
1.私たちは、利用者の自立を尊重

して豊かな地域生活が送り続けら

れるための就労支援を行う。 

2.私たちは、利用者の様々な就労

支援ニーズに対応できる仕組みを構築し、地

域社会に貢献する。 

3.私たちは、情報発信や地域交流、商品の製造

販売をとおして地域社会と法人を結ぶ窓口と

しての役割をはたしていく。    

【重点目標】 

1.生活介護と就労継続支援B型の機能分化(生活

介護のグループ分けと就労Bの工賃250円) 

2.就労事業の見直しと新しい活

動の検討(自然農法による農作

業開始など） 

3.専門性を高めるため積極的に

研修会等に参加し、支援力の向

上に努めます。 

阿久比町立もちの木園  
【基本方針】 

1.私たちは、利用者の様々な支援ニーズに対応で

きる仕組みを構築し、地域社会に貢献します。 

2.私たちは、個々に対応した活動をとおして利用

者の自立を尊重し、豊かな地域生活が送り続け

られるよう支援します。 

3.私たちは、福祉事業、商品

の製造販売、情報発信や地域

交流をとおして、誰もが安心

して暮らすために、「共に生

きる」実践と運動を進めま

す。 

  

【重点目標】 

1.売上げ及び利用者工賃の向上(就労継続B型の

工賃を月平均1万2千円等)。 

2.新規利用者数10％増を図ると同時に、既存利

用者の出席率向上を目指す。  

3.関係機関との連携を強化し、地域の中で安定

した生活支援を図る。  

4.ワーク ライフ バランスを推

進し、利用者も職員も共に働

きやすい職場を作る(水曜日を

ノー残業デイ等）。  

らいふ（生活支援部門） 
【基本方針】 

 誰もが慣れ親しんだ地域の中で、自分で選ん

だ安らいだ暮らしが続けられるように安心な居

宅介護等のサービスを提供します。  

【重点目標】 

共通 

1.人財の確保と育成をします(サ

ポーターの確保5名・学生ヘル

パー確保3名)。 

2.建物の老朽化への対応を検討しま

す。  

レスパイトサービス 

より安心して過ごすことができる

場を提供します(環境の構造化、

個別支援ツールの作成・改善)。 

居宅・重訪・行動援護・移動支援事

業 

1.支援の質の向上に努め、利用者に

安心していただけるサービスを提

供します。 

2.安定したサービスの提供をします(活動時間 

180時間／月)。 

日中一時支援事業 

1.特別支援学校の新設に合わせて体制整備をし

ます。 

2.平均利用人数 1日5人。 

放課後等デイサービス 

1.個別の支援を充実させます。 

2.平均利用人数  1日7名。 

就職トレーニングセンター  
【基本方針】 

1.私たちは、利用者の自立を

尊重して、心豊かな暮らし

が送り続けられるよう就労

支援サービスを提供しま

す。 

2.私たちは、利用者の個別な

就労支援ニーズに対応できる仕組みを構築する

ため、常に創意工夫します。 

3.私たちは、障がい者の就労支援をとおしてとも

に生きられる社会づくりに貢献します。 

【重点目標】 

1.利用者満足度の向上(年間就職者数18名等) 

2.就労支援体制の充実(平均利用率100％） 

3.「共に生きる」実践と社会貢献   



$-8 愛光園だより 低料第三種郵便物許可 平成３０年６月１９日発行（増刊） 

8 

  

知多地域障害者生活支援センター らいふ 

  （障害児等療育支援事業） 
【基本方針】 

知多圏域の主に乳幼児療育・保育関係者と連携

しながら、その関係者に必要に応じた専門機関

等（医療機関・教育関係機関）との結びつきを

コーディネートし、療育・障がい児保育のバッ

クアップおよび支援システム検討に重点を置い

た事業を実施します。  

【重点目標】 

1.早期重症心身障害児、肢体不自由児の受け入

れを行っている事業所にお集まりいただき、療

育内容の交流や知多半島圏域での課

題を検討し合う機会を設けます。  

2.保育園から小学校へ子どもがス

ムーズに移行できるよう、小学校で

の事例検討会を企画します。 

3.知多半島圏域にある療育施設で、

父親の会設立のため、支援を行います。  

知多地域障害者就業・生活支援センター ワーク 
【基本方針】 

障がい者の「働きたい」という願いの実現、安

定した職業生活の継続に向けて、雇用主や関係機

関と連携し、就労及び生活における相談･支援を

行います。  

【重点目標】 

1.特別支援学校との連携システムを再構築及び新

たに構築する(卒業後の支援に向けたワークへ

の登録を高等部3年時の10月～12月に実施す

る。新設された大府もちのき特別支援学校と卒

業後の支援の引継ぎについて検討する)。 

2.半田公共職業安定所及び刈谷公共職業安定所の

専門援助部門等との連絡会議を開催し、チーム

支援の支援対象者への相談・支援、事業主への

相談・支援等について共有・検討を図り、連携

を強化する（年3回程度）。  

3.支援目標値 

・支援対象障がい者数         600人 

・相談・支援件数          5200件 

・職場純訓練・職場実習あっせん件数 40件 

・就職件数                  55件 

・1年経過後の職場定着率        89％ 

障がい者相談支援センター 
【基本方針】   

東浦町、阿久比町の委託事業である障がい者相

談支援センターでは、東浦町基幹・委託相談支

援センター及び阿久比町基幹・委託相談支援セ

ンターとして協議会の運営と障がい児者の相談

支援により、東浦町・阿久比町の障がい児者が

安心して暮せる地域作りを行います。  

【重点目標】 

1.東浦町、阿久比町、それぞれの相

談支援体制の確立 

2.精神障がい者への支援（精神科病

院からの地域移行 東浦町2名・阿久比町1名） 

3.協議会（障害者自立支援協議会）運営への協力 

大府市発達支援センターおひさま  
【基本方針】 

私たちは、日々の療育を通して 

1.子どもたちが安心して成長・発達ができ、将

来、自分らしく自律した生活ができる力をつけ

ていく支援をします。 

2.家族が子どもと向き合い、主体的な子育てがで

きるように支援をします。 

 【重点目標】 

1.児童発達支援ガイドライン・放課後等デ

イサービスガイドラインに基づき、ＰＤＣ

Ａサイクルができるよう努めます。また、

支援一つひとつの意味を再確認し、職員が

協同して基本に立ち返ります。 

2.子どもの支援において、横のつなぎと縦のつな

ぎの両方を積み上げていくことが基本的な視点

であり、特徴でもあります。各関係機関との連

携を大切にします�肢体不自由児施設立上げ支

援・放課後等デイサービス連絡会開催等）。 

3.おひさまが目指す療育の実践のためには、支援

力の維持・向上が欠かせません。自己研磨と共

に、高め合う努力を大切にします。 

こだま 
【基本方針】 

1. 誰もが地域の中でその人らしく暮らすことができるよ 

 うに、地域の支援者と連携し、必要なサービスが提供    

 できるように努めます。 

2. 本人主体の計画作成を実践し、より安心な暮らしを、  

 利用者と一緒に考えます。 

3. まどか、ひかりのさとのぞみの家の地域移行を支援し 

 ます。 

【 】 

1.新規サービス利用計画及び継続サービス利用 

 支援の充実 

2.基本相談の充実 
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 相生ヘルパーステーション 

【重点目標】 

1.「心身機能の維持向上」をふまえ、その方の

想いに沿った訪問介護計画書を作成し、地域生

活支援の継続を目指します。  

2.法人内事業に人材派遣で貢献しま

す。  

3.おだいちゃんネットワークを活用し

ていきます。 

老人保健施設相生 
【重点目標】 

1.生活リハビリの強化、多

職種間の連携によるADL、

QOLの向上を図ります。 

2.実務者研修の受入分校としての役割を果たし

ます。 

3.稼働率98％ 経常利益5000万円 

もくせいの家  
【重点目標】 

1.本人の意思決定を尊重し、本人より表明され

た希望を反映します。 

2.認知症支援のスペシャリストを育成(相談・介

護ともできる職員の育成) 

有給消化率50％  

3.「医療・介護おだいちゃんネットワーク」を

活用し、情報発信・地域連携を行います。  

企画総務部 
【基本方針】 

 障がいの有無・介護の要否にかかわらず個人の

尊厳が保たれ、住み慣れた地域で自分らしい暮ら

しを続けられるよう地域生活支援を推し進めつ

つ、職員がより働きやすく働きがいのある環境を

整えます。  

【重点目標】 

1.地域でその人らしく安心して暮らせる仕組みを

強化します。 

2.人財の確保・育成を進めます。 

採用方法の検討・キャリアパスの見直し・労働

条件や雇用形態・定年制度の見直し、職員宿舎

の新築、EPA外国人技能実習生の円

滑な受け入れ等。 

3.新しい時代にあった法人経営を展

開していきます。 

ホームページ・616を活用した情報

発信、実務者研修や喀痰吸引研修等

の開催。 

高齢福祉事業部 

【共通基本方針】 

 誰もが個人の尊厳が保たれ、住み慣れた地域

で自分らしい暮らしを最期まで続けることがで

きるよう、地域生活支援を推し進めつつ、時代

の要請に応え、職員がより働きやすく働きがい

のある環境を整えます。  

【共通重点目標】 

1.地域で安心して暮らせる仕組みを強化・整備

します。 

2.人材の確保・育成を進めます。 

3.新しい時代にあった事業運営を展開します。 

こぶし・通所リハビリ 
【重点目標】 

1.「心身機能の維持向上」が実現できるよう、

事業所の長所を活かした通所介護計画を作成

し、実践します。 

2.ご利用者はもちろん、職員間の接遇と連携を

推進し、職場の雰囲気を高めます。 

3.保険外サービスに取り組み地域貢献します。  

居宅介護支援事業所 
【重点目標】 

1.介護支援専門員資格取得を促

すよう働きかけます。 

2.「相生のよろず相談」を実施   

 し、地域に貢献します。  

あいおい刈谷 

【重点目標】 

５月末をもって事業閉鎖します。 

できるだけ利用者・職員にご負担をおかけしな

いように手を尽くす（事業承継者を探したり、

移転希望の方に移行先を紹介等）。 

職員募集中！ 
フルタイム・パートタイムを問わず職員募集

中です。特に夜勤のできる方は

大歓迎です。 

お問い合わせは下記まで 

担当：桑山・深谷 
����-��-����� 
N\XMLQ#DLNRXHQ�MS 
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「楽しむ」 
ひかりのさとのぞみの家 大星�史緒 

 

 こんにちわ。私は

大星史緒と申しま

す。����年�月 に 日

本福祉大学社会福祉

学部を卒業し、社会

福祉法人愛光園に就

職しました。配置先

は、ひかりのさとの

ぞみの家という障害

者入所施設です。そこで生活支援員として働

きます。大学で「福祉」とは、「ふつうのく

らしのしあわせ」だと学びました。福祉的課

題を解決していく為には、まず、クライエン

トの生活が、充実しないといけないと思いま

す。それは、生活を「楽しむ」ことができる

ことだと思います。 

 ですので、私は、生活を「楽しむ」という

言葉を大切にのぞみの家で生活支援員として

働きたいと思います。 

 のぞみの家の住人さんがより「楽しむ」こ

とが出来る生活を、また、住人さんの生活を

支援するにあたって、その支援や住人さんと

の関わりを「楽しむ」ことができる生活支援

員を私は、目指していこうと思います。よろ

しくお願いします！ 

「ありがとう」 
ひかりのさとのぞみの家 石田 章悟 

 

 私は興味を持っ

たことを積極的に取

り組みます。趣味で

あるダンスでは、大

会に出場したり、ダ

ンスイベントの企画

を行なってきまし

た。この経験を活か

して、活動充実チー

ムで行事等の活動に取り組み、また新しい企

画にもチャレンジし、活動を通して住人さん

との関わりを深めていきたいです。 

好きな言葉のありがとうは、人にパワーを

与える大切な言葉だと思います。その為に

「大丈夫」 
老人保健施設相生 山田 智也 

 

 魔 法 の 言 葉「大 丈

夫」。自分が介護に携

わる中で、もっとも大

切にしている言葉の一

つです。これまでとは

違う環境での生活や、

自身の身体のこと等に

不安を感じる利用者本

人や、サービスを利用

することに葛藤や不安をかかえるご家族、

日々より良い介護を求めて悩むスタッフ。そ

のどれが欠けても上手くいかないと思いま

す。それぞれの想いに少しでも安心・安らぎ

を与えられる存在でありたいと

思っています。 

平成３０年度 新入職員 
 

～好きな言葉・大切にしている言葉を掲げて～ 

自己紹介 

「笑」 
老人保健施設相生 高橋 侑也 

  

 私は働く上で心が

け て い る こ と は

「笑」を大切にして

いきたいと思ってい

ます。利用者様と一

緒に過ごす上で笑顔

を大切にしていきた

い。現状、どの施設

でも職員不足である

ため、どうしても現場はバタバタしている状

態だと思います。そんな中、利用者様が気を

使われてしまうことが多少あります。そのよ

うなわだかまりがない支援者でありたいと

思っています。 

 高齢の分野は未経験な部分が多く、また業

務の流れなど理解するのに頭が追いつかない

状態ですが、1日でも早く利用者様との信頼

関係を築いていけるように頑張りたいと思っ

ています。 
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「一生懸命」 
老人保健施設相生 南場 絵美 

 

 私は、介護職に興

味があり、ご利用者

様の思いや介護につ

いての知識を働きな

がら学びたいと思い

ます。そしてご利用

者様が安心、安全に

生活を送れる様に一

生懸命がんばりたい

です。先輩職員の方々をよく見て聞いて自ら

学び、個々にあったいいケアを支援できたら

と思います。そして、人生の大先輩である高

齢者の方々を大切に思い、笑顔で日々を過ご

せる様に、小さな事でも向き合って相手の立

場に立って考え、思いに耳を傾けていきたい

です。私の出来る事は、ささやかな事かもし

れませんが、皆様が笑顔になれる様にお手伝

いさせて頂きたいと思います。ご利用者様の

笑顔を見られることが、とても嬉しく自分自

身も元気を与えられています。 

「成長」 
おひさま 中島 彩伽 

 

 おひさまで大切にした

いことは、よくみてよく

きくことです。子どもた

ちの姿をよく見て、どう

してその行動をしたのか

自分なりの見立てを考え

るだけでなく、保護者の

方はどう見立てているの

か聞き、一緒に悩み考え

も、住人さんに寄り添い、少しずつ信頼を得

ていきたいです。 

私にとって介護職は未知な世界ではありま

すが、色んな方と明るく楽しい生活を送り、

ありがとうをたくさんもらえる支援員になり

たいです。 

ていきます。支援していく中で分からないこ

とや迷うときは、先輩保育者に相談をして考

えていきます。そして、子どもにとってより

良い支援をしていきたいです。 

私が「成長」を選んだ理由は、おひさまで

働きながら子どもたちの成長を近くで感じ、

その成長を保護者の方と一緒に共有していき

たいと思うからです。また、日々いろいろな

経験をする中で学んだことをたくさん吸収

し、自分自身大きく成長したいという思いを

込めてこの文字にしました。 

「学」 
おひさま 大口 千智 

 

私は、子どもや保護

者の伝えたいことや、

言葉をよく聞くこと

と、子ども一人ひとり

の成長を大切にしてい

きたいです。 

「学」という字にし

た理由は、子どもたち

が日々学んでいく姿を

見て多くのことを吸収していき私も学びを増

やしていきたいからです。そのためにも、子

どもの言動や表情から何を伝えたいのか、ま

たなぜそのような行動を取るのかを推測した

り先輩に聞いて理解したりしていこうと思い

ました。 

働いていく中で大きな壁もあると思います

が、子どもたちが頑張って何かに挑戦し達成

する姿や、喜んでいる時の笑顔、先輩からの

助言をバネに乗り越えていけるよう努力をし

ます。 

 今春、７名の新入職員が仲間

入りしました。 

 皆さま、どうぞよろしくお願

いいたします。 
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 ひかりのさと案内図 
▶ ＪＲ東海道線大府駅下車、タクシー（１５分）が便利です 

▶ 東浦町営バス（うらら）停留所「相生の丘」から徒歩２～５分 
社会福祉法人愛光園ＨＰ 
 

85/�KWWS���ZZZ�DLNRXHQ�MS� 

置されたことで、地域にお住まいの方や関係機

関の方から「自分の町に相談する場所がある」

と認識していただけたことが、このような実績

につながったのではないでしょうか。また、両

町から適正な相談員人数を配置していただいた

ことによって、地域にお住まいの方々に丁寧な

関わりができたことが、このような結果につな

がったのではないかと思います。 

 今後も、行政をはじめ、地域にお住まいの

方々や関係機関の方々と一緒にチームを組み、

障がいのある方の地域生活を支えていく一員に

なっていけるように努めていきます。 

知多地域障害者生活支援センターらいふ

は、ひかりのさとから少し離れた場所に位置

し、２階にたつみホームがある建物の１階に

事務所を構えています。複数の事業が机を並

べる中に、相談支援事業を担う部署がありま

す。 

平成29年4月より阿久比町と東浦町からそれ

ぞれ委託を受け、障害者相談支援事業・基幹

相談支援センター事業を担う「阿久比町障が

い者相談支援センター」と「東浦町障がい者

相談支援センター」として動き始め1年が経ち

ました。阿久比町（人口約3万人）を担当する

相談員2名、東浦町（人口約5万人）を担当す

る相談員3名で、地域情報を共有しながら、障

がいのある方が自分の住む町で自分らしく暮

らしていくことができるよう応援していま

す。 

表は、平成29年度の阿久比町と東浦町の実

績をまとめたものです。新体制に変わり、単

純に比較するのは難しいですが、1年経ってそ

の中でもいくつかの傾向がみえてきました。 

阿久比町では、児童の相談が多い傾向があ

り、東浦町では、精神障がいの方の相談が多

い傾向があります。また、阿久比町・東浦町

ともに、ご本人さんとの関わりが多いことが

特徴です。 

 また、新規相談の件数が多い印象です。こ

れは、各町に障がい者相談支援センターが設

障がい者相談支援センター１年を振り返って 
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