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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～ 

第１５５号 

いか」何度もそんなことを思いました。 

悩みながらも、本人の「帰りたい」気持ち

を大切に受け止め、試行錯誤しながら、それ

ぞれの形で在宅復帰を進めていきました。本

当にご満足していただけたと感じられる在宅

復帰もありましたが、依然モヤモヤがくす

ぶっていました。しかし、ある時から、その

モヤモヤが薄くなっていったのです。そのタ

イミングは、矛盾するようですが、超強化型

老健を本気で目指していこうと決めた時から

でした。「超強化型老健とは在宅生活支援が

超強化型」なのです。そのことは、２０１８

年度の介護報酬改定の中身からも読み取れま

す。在宅復帰・在宅療養支援等指標１０項目

（下表参照）が新たに設定され、在宅復帰だ

けでなく、在宅支援への取り組みも評価項目

に加えられました。支援は在宅復帰後も続く

のです。 

 編集者：社会福祉法人 愛光園  

     企画総務部 愛知県知多郡東浦町緒川東米田３３番３ 

           TEL 0562-83-9835  FAX 0562-83-4344 

         URL http://www.aikouen.jp/    E-mail  honbu@aikouen.jp 

 新たな期待と希望に向けて   

       ～超強化型老健への取り組み～ 
  

高齢福祉事業部 老人保健施設相生 杉浦 修崇 

「本人主体の支援」。ケア従事者として、

私が何よりも大切にしている姿勢です。介護

老人保健施設（以下、老健）をとりまく状況

がどう変わろうとそれは変わりません。３年

ごとに行われる介護報酬改定。２０１２年度

の介護報酬改定において在宅復帰の取り組み

についての評価が初めて盛り込まれました。

２０１５年度は一層、在宅復帰が求められる

内容となりました。「老健としてこのままで

はいけない」と思う反面、「末長く入所でき

る事が何よりも安心」という声が多く、在宅

復帰については静観している状態でした。 

そして迎えた２０１６年度。今度は診療報

酬改定においても老健に在宅復帰を求められ

る内容が盛り込まれました。「医療機関との

連携に影響があってはいけない」と、さすが

に在宅復帰に舵を切らざるを得なくなりまし

た。（でも決して「本人主体の支援」が置き

去りにならない様に。） 

まず、新規の方から在宅復帰を進めていき

ました。インテークの段階で、在宅復帰とい

う老健の役割を明確にすることでご理解をい

ただきました。その後、加算型老健となりま

したが、モヤモヤした気持ちが残ったまま。

地域の方々にも心から喜ばれている実感はあ

りませんでした。「これで本当に良いのだろ

うか」「いっその事、以前の様に長く入所で

きる老健の方が地域から歓迎されるのではな
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し、それはニーズが無いのではなく、そこま

で実現できるというイメージをお示しできて

いないのです。支援力の向上が前提ではあり

ますが、近い将来、「超強化型老健が地域の

期待、地域の希望」となると信じています。 

 最後に思い切ったことを言ってみたいと思

います。（介護報酬上で）超強化型老健にな

らなくたってもいいのです。「本人主体の支

援」を丁寧に実践してくれるスタッフが何十

人、何百人と育ってくれたら、その人たちは

地域の宝になります。「超強化型老健を目指

すこと」とはその為のプロセスでもあるとい

えるからです。 

 「在宅生活支援」は、当たり前ですが老健

だけでは出来ません。在宅支援グループを含

めた高齢福祉事業部が一体となって取り組ま

なければ実現不可能です。勿論、地域とも一

体です。 

 高齢福祉事業部では、本年度から「在宅支

援チーム」が発足しました。そこでは、老

健、デイケア、デイサービス、訪問介護、居

宅支援事業所、グループホームのスタッフが

メンバーとなっています。各部署の連携強化

が、在宅生活支援力と比例していくと思いま

す。 

正直、今の地域ニーズが超強化型老健と

マッチしているとは感じていません。しか

  

 6月28日（金）もちの木まつりを無事、開催することができました。当日は100名近

くの方々にご来園いただき、ご家族をはじめ、ご協力いただいた皆様に感謝申し上げま

す。 

 今年で２７回を数えるもちの木まつり。当初は「収穫祭」という名称で、農作物の恵

みに感謝する企画でしたが、時代を重ね、その形も徐々に変容し、現在は「地域の人た

ちに感謝する」「ボランティアさんなど事業所に関わってくださる方々に感謝する」、

そして「もちの木園の活動を多くの方に知っていただく」という目的のもと、開催して

います。時代は変われど、「ありがとう」という感謝の心がその根底に流れ続けている

催しです。 

 今回は初の試みとして、事業所の活動報告を行いました。「生活介護」「就労継続支

援Ｂ型」そして、地域のおまつりへの参加、バスハイク等の「イベント」の３つの取り

組みを、各職員が工夫を凝らした内容で、皆さんにお伝えしました。もちの木園の活動

をより多くの方に知っていただくよい機会になったと思います。それ以外にも東浦町の

ハローフレンズイノアさんによる健康体操や、スマイルバンドさんによるオカリナ演奏

など、お楽しみも満載でした。皆様、本当にありがとうございました。 

 最後に、おまつりに参加した利用者の声を紹介します。 

「もちの木園を知ってくれて、感謝です」 

「ありがとうの気持ちを上手に伝えられたかな？」 

「お客さんに、ありがとうが言えました」 

そんな「ありがとう」という気持ちを胸に… 

これからも宜しくお願いします。 

また来年お会いしましょう。 

「もちの木まつり、ありがとうございました。」  

阿久比町立もちの木園 久木崎 裕二 
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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。 

 ◉ひかりのさとのぞみの家では既存のプロ

グラムの枠を超え、寄り合いで利用者の

「やりたい」「行きたい」を引き出し、

フリープログラムを広げました。地域の

ボランティアの協力を

得て、マジックショー

やピアノコンサートな

どのイベントを展開す

ることができました。 

 ◉障がい者活動センター愛光園では、利用

者1人1人の思いを個別に聴き取りまし

た。次年度のプログラム再編に反映しま

す。またアールブリュット

展への参加などを通して、

障がい者の存在を知っても

らい、理解してもらう機会

としました。 

 ◉まどかで、本人参加の個別支援会議を実

施し、複数の職員で本人の意思を確認し

ていくこと努めました。 

 ◉相生で、介護・看護・リハビリのスタッ

フもケアプラン作成やモニタリングに係

るようにして、ケアプランや個別支援を

考える機会としました。また入所前や退

所前の訪問にも介護看護職員が関わり始

めました。 

 ◉障がい者活動センター愛光園が毎年開催

される西宮市社会福祉協議会の青葉園と

社会福祉法人訪問の家の朋との３施設合

同研修会に今年度も参加。「本人抜きに

決めるな」を改めて感じました。 

 ◉ひかりのさとファームで個別支援計画の

様式を見直し、10月から運用を開始しま

した。また、アドバイザーの協力を得て

農業を開始し、水やりや収穫など仕事の

選択肢を増やしました。 

 ◉もちの木園では、利用者がより多く作業

に関わることができるように、作業の構

造化・細分化を行いました。 

 ◉就職トレーニングセンターと、らいふと

おひさまの放課後等デイサービスと連携

し「褒められて育つ 自己肯定感を育

む」という方向性で実践をしていくこと

にしました。 

 ◉おひさまの家族会の見学を就職トレーニ

ングセンターやひかりのさとファームで

受け入れたりして、将来を考える機会と

しました。 

 ◉全国老健大会で、認知症の方で農作業を

通じてのADLやQOL向上の事例を発表

しました。 

 ◉地域居住サポートセンターで本人活動支

援の強化。全国大会に送り出し、職員は

待つ支援・お付き合いする支援を意識し

ました。自立へ向けて本人の意欲が出て

きました。 

(2)地域での福祉ニーズに応えます。 

 ◉ひかりのさとのぞみの家では生活支援員

全員が喀痰吸引研修を受講し、事業所登

録を行いました。愛光園も２名受講。喀

痰吸引の３号という特定の人のみ対応で

きる資格のため、新規の医療ニーズの高

い利用者や、医療ニーズの高まった利用

者にすぐに対応できない課題がありま

す。２号の取得に努めていきます。 

 ◉りんくで訪問看護ステーションと連携を

深めました。お互いに人材不足で会議の

設定が難しいことが課題です。 

 ◉制度変更の影響で、相生では病院からの

経管栄養が必要な利用者の紹介が減って

います。 

(3)地域での生活を応援します。 

 ◉老人保健施設相生在宅復帰率31％ベッド

回転率13％ リハビリ職が確保できれば

平成３０年度 事業報告 
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在宅復帰加算の在宅強化型を取得でき、

財政的にも１８００万円増収となりま

す。利用時に在宅復帰を目指すことをご

家族に説明し理解を得ていきます。さら

に指標７０点以上等の条件を満たし、超

強化型を目指します(２０１９年３月時点

の指標６１点)。また在宅復

帰のノウハウを蓄積し、ス

ムースに在宅復帰できるよ

うケアマネジメントの力を

つけていきます。 

 ◉通所リハビリでは、自立支援強化を打ち

出し、プログラムの内容や活動場所を大

幅に変更する準備を行いました。来年度

から実施します。「おもてなし」ではな

く「自立支援」を目的に、自分でできる

ことはできるだけご本人にやっていただ

き、「卒業するリハビリ」を目指しま

す。利用者・家族に趣旨を説明し理解を

深めていただきます。 

 ◉高齢事業部と障がい事業部のホームヘル

プ事業の連携強化を模索しました。相生

ヘルパーステーションからなないろの家

への派遣も始まりました。 

 ◉ホームヘルプの制度外サービスの提供は

進んでいません。制度外単独では実施し

ませんので、現利用者の必要に応じて周

知を図っていきます。 

 ◉こだまと協力してまどかからの地域生活

移行１名実現(11月)しました。もちの木

園でグループホームの勉強会を４回実施

し、５月かららいふを利用して体験を行

い、男性2名がグループホームに移行し

ました。愛光園・りんくでの体験は人材

不足で進めていません。また宿泊体験の

できる場所が少ないことが課題となって

います。 

 ◉共同生活住居のなないろの家２の稼働開

始。川口ホームのサテライト開始（１０

月）。戸田ホームの新展開(重度対応とエ

リア展開)のため、土地建物を購入しまし

た。地域生活拠点機能を備えた日中サー

ビス支援型共同生活援助の準備を行って

いきます。 

 

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。 

 ◉4月採用者 新卒2名 既卒者５名(内2名

雇用形態の変更) 年度途中採用者６名 

 ◉船井総研の担当者と毎月新卒採用・中途

採用・定着支援について検討しました。

その提言を受け、採用試験・実習生の受

入・求人方法の等の見直しを行いまし

た。 

 ◉昨年度までは全若手職員に

リクルーターになっても

らっていましたが、今年度

は特定の職員を任命しまし

た。何度もフェアなどに参加してノウハ

ウを蓄積し、求人に力を発揮しました。 

 ◉実践発表会を研修の位置づけとし、法人

内他事業所の取り組みを知る機会としま

した。 

 ◉毎月、採用時に研修を法人で行い、理念

や権利擁護、就業規則など法人全体で共

通する内容を伝えました。 

 ◉ひかりのさとのぞみの家で、新入職員研

修方法のシステム化試行(担当者の明確

化)しました。 

 ◉こぶし・通所リハビリで、業務分担を行

うことで人材育成を図りながら待遇改善

を実施しました。認知症対応・生活リハ

ビリ・地域生活の質の向上をめざしてい

きます。 

 ◉実務者研修を相生にて実施しました。年2

クール。法人外の職員も受入ました。上

半期法人内受講者20名、法人外受講者5

名。 

 ◉もくせいの家で業務の標準化に取り組み

ました。 

 ◉外部研修に参加し得たものを実践にいか

に活かせるかが課題です。 

 ◉画像や動画を利用したマニュアル作りを

試行しました。本格運用は次年度です。 

(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。 

 ◉正規職員退職者19名、昨年比±0。今年

度は高齢事業部で退職者が多いです。 

 ◉非常勤職員退職者62人、昨年同期比－1

（内あいおい刈谷15人） 
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きがあり、教育体制の一層の整備が必要

です。 

 ◉児童相談所からの紹介やルーキーズへの

協力 

 ・名古屋の相談支援センター経由で３月に

受け入れましたが、万引き窃盗を繰り返

し退職となりました。その後福祉の支援

を受け自立に取り組んでいます。 

 ・児童相談所経由で16歳のブラジル人1

名。 8月から受入ましたが退職となり

ました。生活支援が課題です。 

 ◉障がい者雇用率5％。定着を主眼に、障が

い者就業生活支援センターワークが事務

局となって定期的に担当者会議を実施し

ました。 

 ◉高齢者の活用 

6/1現在  常用職員373名中60歳代35

人、 70代12人(内女性は239人、60歳

代28人、 70代9人) 

 ◉60歳定年後の再雇用の待遇について、国

家公務員の福祉俸給表を基準としている

が、低すぎるのではないか。また、現在

有期雇用の非常勤職員は定年無し、無期

雇用職員は70歳。安全配慮の面から不安

が残る。中期計画を作成し、求める職員

像を明確化しつつ定年制を検討する 

 ◉事業所間の協力 相生ヘルパーステー

ションから相生、りんくとひかりのさと

のぞみの家の相互間、愛光園・おひさ

ま・就職トレーニングセンターからりん

く等、職員不足に対応して応援した。ま

た１事業所だけでは担いきれない利用者

に対して、相談やひかりのさとファー

ム・地域居住サポートセンター・まど

か・もちの木園など、関係事業所間で応

援した。 

 ◉ひかりのさとのぞみの家と相生で、時間

外にかかってくる電話について、緊急以

外は受けないようにし、業務負担の軽減

を図りました。 

 ◉職員宿舎１月末完成。 

 （シャインハイツ） 

 

 

 

 ◉キャリアを職員自身が考えるように自己

申告書の書類に将来のキャリアの項目を

追加しました。今後、キャリアの希望を

考慮して研修・異動を実施していきま

す。 

 ◉非常勤職員の単価の積算根拠を明確化

（例えば土日祝日勤務は時給+10円、日

勤リーダーができる人は+20円等）に向

け検討しました。一部実施し、今年度中

期計画を作成し、求める職員像を明確化

しつつ、さらに検討します。 

 ◉相生・ひかりのさとのぞみの家で勤務体

制（休日の増加や少人数でのオペレー

ション）を検討しました。引き続き検討

を行います。 

 ◉表彰制度は、各種団体で表彰への推薦依

頼があれば推薦しました。全国社会福祉

協議会会長表彰5人推薦。県社協表彰1

名・全社協表彰5名。 

 ◉ひかりのさとのぞみの家で、腰痛予防対

策のため移動式リフターを購入しまし

た。相生でも検討しましたが、次年度以

降に持ち越しました。 

 ◉業務改善のための機器(相生・通所でイン

カム)を導入しました。緊急時

に 素 早 く連 携 して対 応 し た

り、ナースコールなどに早く

対応できるようになり、利用

者からも高い評価を得ていま

す。 

(3)多様な人材の活用を図ります。 

 ◉産休育休取得者の対応をマニュアル化

し、注意事項・面談の明確化、男性職員

の育児への意識の啓発活動に取組みまし

た。 

 ◉介護離職防止に向けて、相談体制等の整

備等に取り掛かったところです。 

 ◉外国人の受入 

 ・経済連携協定を通じて、ベトナム人２

名、8月から受入。 

 ・来日ブラジル人介護士１人。10月から就

労開始しましたが退職となりました。 

 ・外国人技能実習生５名はフィリピン国内

手続きの遅れにより遅延しています。 

日本語等の壁や介護技術の指導にばらつ
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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。 

 ◉会計監査人の候補を３法人に絞り選考

中。収入２０億円以上の社会福祉法人へ

の会計監査人の導入義務化は延期されま

した。 

(2)地域貢献・情報発信・地域連携をすすめ

ます。 

 ◉実習生・ボランティア・サービスラーニ

ング等を受入れ、福祉人材の養成に協力

しました。 

 ◉もちの木園では、日本福祉大学スポーツ

科学部と連携し、生活介護のプログラム

として「スポーツプログラム」を開始し

ました。一方で、強度行動障害の方が利

用され、午前中のボランティアなどの受

入を制限しました。 

 ◉レスパイト事業を継続して実施し、「安

心」を提供しています。 

 ◉居宅介護支援事業所で介護予防の計画書

作成を受けています。ただ件数が多すぎ

ると本来のケアマネジメントに支障をき

たすため、20件まで件数を減らしていき

ます。 

 ◉東浦町・阿久比町の自立支援協議会の運

営に役割を果たしてきました。障がい分

野の計画相談事業者が少なく、新規の事

業所の参画を訴えていきます。 

 ◉障害児等療育支援事業が各地域の障がい

児通園施設の立ち上げなどに協力しまし

た。まだまだ潜在的ニーズがあり、事業

の役割を検討します。 

 ◉おひさまも肢体不自由児通園施設立ち上

げに協力した他、大府市内の放課後等デ

イサービスの連絡会をリードしました。

また自立支援協議会で保育所等訪問支援

の重要性を訴えました。 

 ◉就業生活支援センターワークや就職ト

レーニングセンターは、就労の面から関

係機関と連携を密にしました。 

 ◉バザーを、地域交流を重点に置く方向で

見直しつつ実施しました。 

 ◉社会福祉事業者経営者委員会・知的障害

者福祉協会・障害者自立支援協議会・地

域包括支援の関係部会・地域の親の会・

大府市商工労政課などに、部会長などを

引き受け・委員の派遣・講師派遣・見学

の受入などにより協力しました。 

 ◉ホームページのリニューアル。

フェイスブックの活用を拡大しま

した。Twitterを開始しました。 

 ◉障がい者活動センター愛光園の喫

茶『風見鶏』での作品展が知多メディア

スに取り上げられたり、就職トレーニン

グセンターが大府市の広報に取り上げら

れたりしました。 

(3)制度改定への対応を行います。 

 ◉就職トレーニングセンターにて、就労定

着支援事業を８月から開始しました。 

 ◉相談事業が市町単位となり、より親近感

を持ってもらえるようになりました。 

 ◉加算申請・更新申請・障害福祉サービス

等情報公表などを行いました。 

 ◉おひさまで、児童発達支援ガイドライン

の抄読会を行い、制度で求められている

ことを理解し、できていること・できて

いないことを確認しました。出てきた課

題を来年度の重点目標としました。 

 ◉ひかりのさとファームで生活介護と就労

継続支援事業B型の機能分けの検討と、

新規授産事業(農業)を開始しました。ま

た研修に参加し工賃アップに取り組みま

した。 

 ◉こぶしや相生ヘルパーステーションで、

介護予防・日常生活支援総合事業の指定

を受けました。 
 

第４５回ひかりのさとのバザーのお知らせ 
 

    日 時 ：2019年11月3日(日)文化の日 

           午前10時～12時 

    場 所 ：東浦町緒川東米田56 

         ひかりのさとのぞみの家周辺 
 

 お車でお越しの方の駐車場は、 

  係員の誘導に従ってご利用ください。 
 
 

お問い合わせは、企画総務部まで 

TEL 0562-83-9835 
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１．資金収支計算

平成３０年度 決算について 

２．貸借対照表 
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３．事業活動収支計算書 

せんので当初予算とは大きな差異がありま

す。 

 当期資金収支差額合計は△2億48百万円。 

２．貸借対照表 

資産の部 

 設備投資をしたので、現預金が減り、土地

建物が増加。昨年修繕で建設仮勘定だった部

分も本勘定に計上。 

 事業未収金の減少は、あいおい刈谷譲渡

(△5百万円)と利用者が減ったため（こぶしも

くせい△6百万円 就職トレーニングセン

ター△3百万円等）。 

 

１．資金収支計算書 

 最終補正よりも収入は6千万円下回ってい

ます。支出は7千万円下回り、結果的には1千

万円改善です。 

 施設整備で、職員宿舎の建設・グループ

ホームの土地建物・相生の駐車場の購入で投

資しています。合計3億3千万円。当初予算で

は宿舎の建設費などが計上されていなかった

ので、当初予算とは大きな差異があります。 

 その他の活動で、あいおい刈谷の事業譲渡

に伴う違約金の支払いと、その資金の借り入

れが大きく計上されています。収支に約1億

円ずつ。これも当初予算には計上されていま
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負債の部 

 借入を行ったので、流動負債と固定負債そ

れぞれ増加しています。 

純資産の部 

 当期活動増減差額がマイナス(事業活動計

算書に連動）。現預金が減少しているのは、

設備投資を行ったためです。 

 事業活動計算書の経常増減差額が大きく

減っているところが大きな課題です。 

 このままこの状況が続くととても厳しいで

す。 

対策  

 職員不足で利用制限をしているグループ

ホームもくせいの家と地域生活支援センター

りんくの利用率向上。 

 らいふの日中一時支援事業は利用率が低

下。社会的使命は終わったので、事業廃止。 

 こぶしなど加算を取得し単価を向上。 

 相生の利用率向上。将来的には在宅復帰超

強化型を目指す。 

 法人全体で増収増益を目指す。 

３．事業活動収支計算書 

 経常増減差額(7)（一般の経常利益にあた

る）が24百万円で、前年度から67百万円

減。 

 特別損失があり、最終赤字（当期活動増減

差額(11)欄△83百万円 昨年度比△1億74百

万円）。  

 平成30年度の苦情の状況は左記の通りで

す。 

 一昨年まで、3月に苦情解決第三者委員会

を開催していたため、苦情の集計期間が3月

から翌年の2月でした。しかし期間が中途半

端になることや、集計分析する時間が短いこ

とから、集計期間を暦年に合わせ、1月から

12月分に変更しました。30年度は切替時期

のため、平成30年3月から12月に受け付けた

9か月分です。 

 内容は、職員からの説明の不足、あるいは

説明時の態度が苦情に繋がることが多かった

です。説明したつもりでも、相手が理解し納

得しなければ意味がありません。また相手に

寄り添う姿勢がないまま説明しても、その姿

勢は伝わってしまいます。また言葉の表面上

の訴えではなく、その訴えの真意を見極めな

いと、対応したことでかえって不快感を強め

たことがありました。真意を見極める努力を

していきます。 今回の「苦情」も教訓の多

いものでした。職員間で共有しレベルの向上

を図ってまいります。 

 愛光園では、「苦情」だけでなく、ご意見

ご要望も受け止め支援内容に生かしていく内

容の規程になっています。皆様の「声」を真

摯に受けとめて運営に反映していきたいの

で、ご意見ご要望をお待ちしています。 

平成３０年度 苦情について 
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ひかりのさとの会６月例会 

「防災フェア」アンケート集計結果 
 

防災委員会 委員長 三宅 徹 

今年度の防災フェアは、「共に考えよう～誰もが安心できる災害対策～」というテーマ

で、以下の内容を実施しました。①DVD鑑賞 ②避難先での困りごとを考えるアンケート 

③現在、法人で取り組んでいること（福祉避難所協定について ・BCP：事業復旧計画につ

いて ・ライフラインの確保について）④地域の取り組みについて（インクルーシブ防災と

は？ ） 

地域の誰もが安心できる災害対策への第一歩として、理解を深めました。 

 

▼防災フェアアンケート集計結果▼  

[大切に思ったこと・必要に思ったこと］ 

災害時に避難する心がけ。日頃の備え。地域

の普段からの繋がり。顔の見える関係。絆。

お互い思いやる気持ち。近隣での安否確認。

自閉症や行動障害のある方への配慮。障がい

別の避難所。ボランティアの方の教育。 

 

[心配や不安に思ったこと] 

障がいのある子の施設にかけつけられるか。

自宅に息子がいる時に何か起きた場合や、避

難所での生活。有事の際に本当に動けるか。

GH利用者も被災した場合、保護者の応援マ

ニュアルなどはあるのか心配。  

 

[今後の防災フェアで取上げて欲しいこと］ 

地域に発信し、障がいのある方のことを知っ

て頂く。地域の人たちと顔の見える関係づく

り。実践や体験（炊き出し・簡易トイレ作

成・災害時の応急処置・防災備品の使い方・

避難マップ制作）。避難所での備え、基本知

識。地域での準備、平常時からできること。

例会の中で「地震想定」の、実際の避難や行

動のシミュレーション 。 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の、取り組みの参考とさせていただきます。貴重なご意見ありがとうございました。 
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「愛光園交通あいおいバス停」  

老人保健施設 相生       

えりか棟外庭に愛光園交通のバス停が

あります。いつまで待ってもバスは来

ませんが、昔を懐かしんでいただきた

くバス停を設置しました。それでもご

利用者と一緒にベンチに座ってバス待

ちをしていると、楽しかった思い出の

地へと連れて行ってくれそうな気がし

てきます。 

「花見」 

 阿久比町立もちの木園       

愛光園 

写真映え 

スポット 

カラーでご覧になりたい方は、 

ホームページで 

ご覧ください。 
 

  http://www.aikouen.jp/  

「打ち上げ花火」 

 グループホームもくせいの家       

 

「守り神？ファームちゃん」 

 ひかりのさとファーム       

「憩いの場」 
知多地域障害者生活支援センター 

らいふ    

らいふの駐車場の片隅にある１つのベ

ンチ。このベンチは、らいふ２階のグ

ループホームに住んでいるＩさんの憩

いの場。朝や夕方にＩさんがこのベン

チに座って一服しながらのんびり過ご

しています。らいふのスタッフに会う

と「おはようございます」「子ども

ちゃんげんき？」と声をかけてくださ

います。Ｉさんにとってくつろげる場

であり、スタッフと歓談する場となっ

ています。 

「夕暮れ黄昏」 
 あったか生活支援センター 

なないろの家       
「笑顔に出会える場所」 

 障がい者活動センター愛光園       

「就トレに夏がｷﾀｰ!!」 

就職トレーニングセンター       

毎年春になると桜や菜の花が咲き乱れま

す。ウグイスの鳴き声もずっと聞こえて

きます。お昼休みは、ご利用者・職員共

にシートを敷いてまったりしています。

お花見の穴場スポットです♪ 

夕方、なないろの家から西側に見える

景色。ひかりのさと全体をつつみこむ

夕焼け。 
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お詫びと訂正 
 

2019年5月14日発行（154号） 

10～11頁 2019年度新入職員紹介

において、「高橋幹夫」さんとある

のは「高橋幹生」さんの誤りでし

た。お詫びして訂正します。 

 ▶ 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 ひかりのさと アクセスマップ 

第１５回 

実践発表会の開催のご案内 

  

テーマ 
  「助け合い・認め合う共生社会 
       ～自立支援を目指して～」 

 

 日 時：2019年12月14日(土) 
     午後1時～3時 
 場 所：あいち健康プラザ 
     プラザホール 
    （東浦町大字森岡字源吾山1-1） 
 参加費：無料 
 発表事業所：障がい福祉事業部 ２題 
       高齢福祉事業部  １題 

 
 

お問い合わせは、企画総務部まで 
TEL 0562-83-9835 

ホームページやFacebook

も随時更新しています。 

ぜひ、ご覧ください！ 

データでみる 社会福祉法人 愛光園 


