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サービス管理者のつぶやき

町はすっかりクリスマス商戦に染まり、あちらこちらからクリスマスソングが流

れてきます。クリスマスカラーは、昔から赤と緑と決まっています。白い雪の中で

目立つ、セイヨウヒイラギの緑とその実の赤がクリスマスカラーとなったようで

す。クリスマスイブの前日が天皇誕生日となっていますが、12月に皇室会議が開か

れ、今上天皇の退位の日が決定されます。新たに現在の皇太子の誕生日2月23日が

天皇誕生日となり祝日となるのでしょうが、12月23日がどうなるのか、気になると

ころです。昭和天皇の4月29日が休日として残っていることを考えると12月23日も

祝日として残すことが妥当だろうと考えます。(Y)

中央大学文化祭



日本福祉大学提携社会福祉法人災害担当者会議

八王子生活実習所　施設長　安田喜人

八王子生活実習所の公孫樹の葉も、冬のような気候のせいですっかり黄

色く色づきました。気象庁から発表になった12月から三か月の予報では、例

年より若干寒くなるとの予報です。先日、台町一丁目の老人会の方が大勢で

おいでになり、実習所の道路側の花壇に花を植えて下さいました。花の苗は

園芸係と園芸の原田先生が用意してくれた、パンジーと勿忘草の2種です。

花壇一面に花が広がるよう、手入れをしていきたいと考えています。

先日、日本福祉大学提携社会福祉法人の防災担当者会議に行ってきまし

た。会場は浜松市の社会福祉法人天竜厚生会本部です。

天竜厚生会は、浜松市を中心に静岡県に事業展開をする法人で、250もの

事業を行っています。職員数は2300人を超え、武蔵野会の２倍以上ほどの規

模があります。訪問させていただいた地区には、30近い事業が同敷地内にあ

りました。敷地は24万坪とのことで、北側には国立天竜病院と県立天竜特別

支援学校が隣接され、大きな福祉エリアとなっていました。小高い丘ひとつ

がすっかり天竜厚生会で、台町1丁目が全部入るほどの規模に唖然としてし

まいました。

会議では天竜厚生会の災害対策について報告がありました。防災訓練で

は怪我人を想定しトリアージ訓練を行ったり、浜北消防署に解体する施設を

提供し倒壊した建物からの救助訓練などを行っているということでした。特

に目を引いたのは、4億3千万円をかけた1200トンの非常受水槽です。災害時

には、発電機ですべてのエリアに送水ができます。これがすべて井戸水で

す。災害対策以外でも、敷地内に自前の診療所が二つあるうち一か所には医

師が常勤していて、夜間の緊急対応も可能になっているなど、施設が集中し

ていることでの強みを感じました。

敷地の全体が小高い丘で、北側には天竜川が流れ、西側は厳しい崖があ

ります。戦国時代の出城を思わせる造りでした。厚生会の方が話した課題

は、一般道路から繋がる経路が一つしかなく、災害で木が倒れる・道が崩れ

るなどがあると、往来ができなくなってしまう可能性があるとのことです。

そのため、災害用道路を確保する相談を県と行っているとの説明がありまし

た。

報告以外に、災害時に起こり得ることを考え対応をする、シミュレー

ション訓練に参加しました。災害時を想定した訓練を現場でも取り入れ、実

際の災害時に活かしたいと考えます。



プラットホーム

アートHS J展

コーラス会
ゆうフレンズコンサート

10月27日(金)にコーラスグループ、ゆうフレンズの皆さんによるコンサートが行われま

した。ハロウィンの飾りをあしらい、会場を楽しい雰囲気にして下さいました。

プログラム曲は生活実習所がリクエストした中からも曲を選んで下さったため、マイク

を向けると利用者の皆さんも笑顔で一緒に唄ったり、ゆうフレンズの皆さんの素敵なハー

モニーにうっとりと耳を傾けたりと一曲ごとに楽しまれていました。「怪獣の唄」にちな

んで、ゆうフレンズのメンバーの方が手作りされた怪獣のマスコットが登場すると、その

可愛らしさに皆さんそっと手を伸ばし撫でています。「虹」の曲では、メンバーの方達が

表す手話を、私たちも一緒に真似をしながら唄いました。最後にリクエストしたSMAPの

「オリジナルスマイル」では会場が一つになり、大いに盛り上がりました。（小川）

中央大学文化祭
11月2日(木)に中央大学の文化祭『白門祭』に行きまし

た。気持ち良い秋晴れのなか「行ってきまーす！」と元

気に出発です。到着すると、中央大学のサークル『ひつ

じぐも』の皆さんが出迎えてくれました。模擬店が並ぶ

通りを歩くと「焼きそばがある！」「お好み焼き！」と

目を輝かす皆さんです。平日でしたが多くの人で賑わ

い、「いらっしゃいませ」「美味しいよ」と声が飛び

交っていました。昼食は学生の皆さんとの会話を楽しみ

ながらのんびりと味わいました。

昼食後は黒板にチョークでお絵描きをする『黒板

ウォールアート』への参加です。学生の皆さんと描き込

み「出来たよー！」「可愛く描けましたね」と話してい

ました。学生バンドの演奏が聞こえると「ギターだ

ね！」と嬉しそうに聞き入る方もいました。最後は黒板

と大きな飛行機の前で写真撮影をしてお別れの時間にな

りました。今後も地域の方や学生の皆さんとの繋がりを

大切にしたいと思います。（吉山）



アートHS J展

個別外出　～服部牧場～

　サントリー武蔵野工場に行ってきまし

た。玄関を入って最初に記念撮影。その後

ビールの原料の麦芽やホップの香りを嗅ぎ

ました。麦芽は香ばしい良い香り、ホップ

は…ちょっと変わった匂いです。廊下の途

中には、実際に貯酒工程で使われていたタ

タンク

　10月27日(金)に服部牧場へ行ってきました。

昼食は丹沢あんぱんで有名なオギノパンで購入

しました。店内の色とりどりに並ぶパンはどれ

も美味しそうでした。牧場へ向かうと広い牧草

地が目に飛び込みました。服部牧場は神奈川県

下随一の広さで、100頭近くの乳牛と羊、馬、

豚、ウサギ等が飼育されています。洋風の赤い

畜舎が、青い空と緑の草地に映えてヨーロッパ

にいるようでした。そこで食べるパンは美味し

くて笑顔がこぼれます。

　その後は動物に餌をあげたりトラクターにも

乗り、最後は乳牛の乳しぼり体験も行いまし

た。近くで見る牛の大きさに驚きながらも、直

に触れることで、毛並みや体温を通じてぬくも

りや生命の息吹を感じました。動物と触れ合

い、豊かな自然を感じることのできた外出でし

た。(宮道)

エフォートエフォート個別外出
    ～サントリー武蔵野工場～

八王子市障害者文化展が、下記の日程で開催されます。実習所からは各グループで
年間を通して制作に取り組んだ作品を出品いたします。たくさんの方のご来場をお待
ちしております。

第32回　八王子市障害者文化展

展示期間：平成30年1月17日(水)～21日(日）
　　　　　午前9時～午後8時まで（21日は午後3時まで）
展示会場：八王子市学園都市センター11階　ギャラリーホール
　　　　　八王子市旭町9-1（八王子スクエアビル内）

＊お車でお越しの際は、近隣の駐車場（有料）をご利用ください。

ンクを利用したトンネルがあり、歓声をあげながら通りまし

た。仕込室では大きなタンクと熱気に少しびっくり。最後に

缶ビールが箱詰めされていく様子を見ました。見学の後は試

飲室に行き、おつまみのビスケットを頂きながら、りんご

ジュースで乾杯しました。終始スタッフの方の柔軟な対応

に、気持ち良く過ごすことができ、サイゼリアでの昼食も含

め、一日外出を楽しんできました。（浅井）

下随一の広さで、100頭近くの乳牛と羊、馬、豚、ウサギ等が飼育さ

れています。洋風の赤い畜舎が、青い空と緑の草地に映えてヨー

ロッパにいるようでした。そこで食べるパンは美味しくて笑顔がこ

ぼれます。

　その後は動物に餌をあげたりトラクターにも乗り、最後は乳牛の

乳しぼり体験も行いました。近くで見る牛の大きさに驚きながら

も、直に触れることで、毛並みや体温を通じてぬくもりや生命の息

吹を感じました。動物と触れ合い、豊かな自然を感じることのでき

た外出でした。(宮道)



11月11日(土)に電車を利用して横浜方面に行き

ました。電車内では賑やかな雰囲気に笑みがこぼ

れます。到着後は『MARK IS みなとみらい』で食

事をしました。その後、大自然を全身で感じられ

るミュージアム『オービィ横浜』に行きます。館

内では臨場感あふれる音楽と映像を使用し、サバ

ンナや昆虫の世界などを体験できました。輝く眼

差しを向け、そっと手を伸ばして興味がある物に

触れます。青い映像や波の音楽の中を歩く海中散

歩では鼻歌をうたって楽しみます。最後は笑顔で

拍手をし帰路につきました。(吉山）

個別外出
　　～横浜赤レンガ～

個別外出　～温泉～

11月17日(金)に国立温泉湯楽の里へ行きました。当

日は晴天で秋の涼しさを感じる温泉日和でした。現地

に到着し車外へ出ると、空気の涼しさをより一層感じ

て「早く温まりたいですね」とワクワクしました。

館内は落ち着いた雰囲気で心が休まる空間です。数

種類の温泉の中から、白湯と炭酸泉を選び、良い湯加

減に自然と体の力が抜けて、リラックスする事が出来

ました。血行も良くなり大好きな温泉をゆっくり堪能

した後は、少し休息してからお食事です。うどん、そ

ば、天ぷら等がついた和食料理で様々な味覚を楽しみ

ました。帰りのドライブも楽しみ、心も体も温まった

充実した一日となりました。（宮崎）

　リニューアルしたばかりの広々とした売店を

通った私たちは、大きなクリスマスツリーに出

迎えられました。

当日は見事な晴天でしたが園内は混雑する事

もなく、レストランでも好きなメニューを選び

ゆっくり食事をする事が出来ました。食後は

ゴーカートや空飛ぶ空中ブランコ等の遊具に乗

る方、景色を見ながらゆっくり散策する方、ひ

一足先に売店へ行き買い物を楽しまれる方な

ど、限られた時間をそれぞれに過ごされまし

た。帰りの車中、「またみんなで行きたいです

ねー！」と元気に声を合わせ、楽しい思い出と

一緒に実習所へ戻りました。

　　　　　　　　　　　　　　　（小川）

個別外出　～プレジャーフォレスト～

とあし先に売店へ行き買い物を楽しまれる方など、限られた時間

をそれぞれに過ごされました。帰りの車中、「またみんなで行き

たいですねー！」と元気に声を合わせ、楽しい思い出と一緒に実

習所へ戻りました。（小川）



グループ往来
日に日に寒さが深まる時季になりました。今月は園芸

活動や創作、お散歩などを楽しむ皆さんの様子をご紹

介します。

宙　～そら～

海･渚　～うみ･なぎさ～

創作活動で「シーサーづくり」の続きを行いました。前回、粘土の感触を確かめなが

ら、丸めたり叩いたりして作ったシーサーを数日かけて乾燥させました。今回は皆で筆や

ペンを使って色を付けていきました。自分で作った耳の形や体の形を職員と手で確かめ

て、さらに細かいパーツを増やしていく方やシーサーのたてがみ一つひとつの色を変えて

カラフルな作品を作る方もいました。作品の形から色まで異なる皆のシーサーが集まる

と、さらにそれぞれの個性が溢れる一つの作品になりました。今回作成したシーサーは障

害者文化展に出品する予定です。ぜひご覧ください。（菅）

宙グループでは地域との交流を広げる為、地域活動支援センター「わくわく」の皆さん

と園芸活動を年４回合同で行っています。

今回は6月に植えた落花生を収穫しました。「あおむしがいるよ！」「たくさん採れま

したね♪」と笑顔でお話ししながら、皆で落花生を収穫していきます。採れた落花生は茹

で試食会です。「ピーナッツ美味しい」と歓声を上げながら試食し、「わくわく」の皆さ

んとの交流を楽しみました。（石井）

　何色で塗ろうか相談しています 筆を使い絵の具を塗りました紙粘土でシーサーを作りました

苗を収穫中です 真剣な表情です！ 収穫しました！

宙　～そら～



今月は作品展示の様子を紹介します。八王子市役所石川事務所の２階には作品展示

スペースが設けられており、二か月に一度のペースで作品交換も行っています。「こ

んにちは、お願いします」と笑顔で作品を手渡すと、職員の方も笑顔で受け取って下

さいました。他にも様々な作品が展示されており、落ち着いた空間の中でゆっくり眺

め楽しむ事が出来ます。今後も作品展示を通して地域との繋がりを大切にしていきた

いと思います。（宮崎）

作品展示の様子です

星グループでは、秋の紅葉見物！と称してお隣の富士森公園へ散策に行ってきま

した。朝夕と少しづつ寒さが増してきましたが、日中は陽が差してぽかぽかと気持

ちが良く、散策にはもってこいの季節です。皆さん、赤や黄色に色づいた木々を眺

めたり、花壇に植えられた草花を見て秋を感じていました。工事中のグラウンドで

は、ショベルカーやクレーン車がせわしなく動いており、車好きの方にはたまらな

い鑑賞エリアとなっていました。秋を感じたり車を見たりと、皆さんそれぞれに楽

しんでいました。（内田）

みんなで仲良く歩いています 紅葉や花がきれいでした

風　～かぜ～

星　～ほし～

工事中のショベルカーも発見！

丁寧に持ち、手渡してくれました



実習所月予定

利用者数情報

利用者現員数                         　51名（定員40名）

障害者支援区分 区分4-2名 区分5-9名 区分6-40名

実利用者延べ数　　　　　　　　　　　　1,061名

10月期利用率                   115.3パーセント

リスクマネジメント情報

事故件数累計                         　 1件

軽微事故件数累計                     　 9件

ﾋﾔﾘﾊｯﾄ件数累計                       　 2件

苦情情報

苦情受付累計　　　　　　　　　　　　　　1件

要望受付累計　　　　　　　　　　　　　　0件

12月

少しずつ年の瀬が近付いてきましたね。実習所でもクリス

マス会や餅つきなど、イベントが目白押しです。2017年に忘

れ物が無いよう、日々楽しみながら過ごしたいですね。

事業概要報告 報告対象月　平成29年10月分より報告

10月

日 曜 午前 午後

　１ 金 災害伝言ダイヤル

  ３ 日 ＨＳＪ展（～５日） ＨＳＪ展

　９ 土 土曜開所 土曜開所

１２ 火 内科検診（宙・風）出構医師

　１４　 木 保護者会　１０：３０～

２０ 水 精神科相談　鶴田医師

２２ 金 　　　　 クリスマス会 クリスマス会

２８ 木 餅つき

編集後記

八王子のいちょう祭りも終わり、街はイルミネーションできらびやかになりましたね。クリスマ

スケーキやおせち料理の広告を見ると、『師走』の言葉が頭をちらつきます。師走には様々な

語源がありますが、個人的には一年の最後という意味の強い『し（四季、仕事）』＋『果す』と

いう語源が気に入っています。一年をしっかりと締めくくり、気持ちよく新年を迎えたいもので

すね。次回は12・1月合併号となりますので、1月末にお会いしましょう。（Ｙ）

日 曜 午前 午後

　６ 土 土曜開所　新成人を祝う会 土曜開所

　９ 火 内科検診（海・星）出構医師

　１１　 木 保護者会　１０：３０～

２０ 土 土曜開所 土曜開所

1月
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