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サービス管理者のつぶやき

音楽発表会

3月の後半になり、急に春めいてきました。昨年も紹介しましたが、富士森公園

の春蘭を見てきました。昨年は、お社の後ろにある古い社址の森にありました

が、今回は道路際のお神輿御宿の足元に見つけましたので写真を撮ってみまし

た。保護をされて残ったものではなく、もともと鎮守の森にあったものが、時代

が変わっても踏まれもせず、倉庫の下敷きにもされずたまたま残ったようです。

このような野生種が残る八王子の自然は、もっと自慢しても良いのではと思いま

す。(Y)

た。保護をされて残ったものではなく、もともと鎮守の

森にあったものが、時代が変わっても踏まれもせず、倉

庫の下敷きにもされずたまたま残ったようです。このよ

うな野生種が残る八王子の自然は、もっと自慢しても良

いのではと思います。(Y)



社会福祉法の社会貢献

八王子生活実習所　施設長　安田喜人

いつまでも寒いと思っていましたが、温かくなると急にあちらこちらで桜の開花宣

言があり、あっという間に桜前線が北上していきました。八王子生活実習所の玄関の

桜も、花見の時期を迎えました。穏やかな気候の中、新たな年度を迎えられること

に、毎年のことながら日本の良さを感じます。

社会福祉法人には「地域における公益的な取り組み」を行う必要があることが議論

されてきました。これは、介護保険の施行に伴い、介護事業が社会福祉法人だけでは

なく、株式会社や一般社団法人、NPO法人などでも実施できるようになったことか

ら、社会福祉法人への税や補助金などの優遇措置をなくすべきなのでは…という議論

からのものです。

根拠は、昭和26年施行の社会福祉法第24条の2「社会福祉法人は社会福祉事業及び

第26条第1項に規定する公益事業を行うにあたっては、日常生活又は社会生活上の支

援を必要とする者に対して、無料または低額な料金で、福祉サービスを積極的に提供

するよう努めなければならない」という条文です。これに平成28年改正社会福祉法に

於いて、社会福祉法人の公益性・非営利性を踏まえ、法人の本旨から導かれる本来の

役割を明確化するため、「地域における公益的な取り組み」の実施に責務規定が創設

されています。

その地域における公益的な取り組みについては、以下の3つを全て満たすこととさ

れております。

① 社会福祉事業又は公益事業を行うにあたって提供される「福祉サービス」であ

ること。

② 「日常生活又は社会生活を必要とする者」に対する福祉サービスであること。

③ 無料又は低額な料金で提供されること。

具体的な事例は示されていなかったため、各社会福祉法人ではこの3つ全てを満た

すだろうと思われる様々な事業を実施してきました。これは、地域の福祉サービスの

醸成に役立っていることに間違いはありません。しかし、この1月に厚生労働省から

「地域における公益的な取り組みの推進」という通知が示されました。その通知に

は、何点か具体的な事例が示されました。「行事の開催や環境美化運動、防災活動・

防災ネットワーク作り、介護技術講習会やボランティア育成」などが書いてありま

す。武蔵野会では法人として取り組むのではなく、各事業所がそれぞれで活動してい

るものになります。福祉事業所は地域があって成り立つものです。今後も本体の生活

介護事業を大切にしながら、地域の困りごとに取り組みたいと考えます。



プラットホーム

音楽発表会

2月27日(火)に音楽発表会を行ないました。

普段の音楽活動で歌っている歌を披露したり、得意な楽器を演奏したりと皆様それぞ

れに日頃の活動の成果を発揮しました。緊張の舞台上ですが、いつも通り元気いっぱい

に歌い上げる方、優しく楽器の音色を響かせる方、体をいっぱい使ってダンスを披露す

る方と皆様思い思いの表現で盛り上げます。又、皆で作ったペーパーフラワーや、色を

塗ったイラスト達も会場を彩りました。

楽曲は今年も幅広く、皆が知る童謡やアニメソング、懐かしのJ-POPからしっとりした

演歌まで様々です。利用者の皆様、職員、そして保護者の皆様もリズムに合わせて体を

揺らし、大きな手拍子と笑顔が広がるステージとなりました。

午前午後共に、安田施設長のケーナ演奏「コンドルは飛んでゆく」や、全員で「生実

のうた」を歌い平成29年度の音楽会を締めくくりました。

来年度も上田講師との音楽活動を通して好きな歌やリズム、得意な楽器を知り、音楽

発表会で披露したいと思います。(神宮寺)



手作り作品展示即売会

　2月23日(金)にクリエイトホールにて武蔵野会八王子地区の

実践事例報告会が行われました。今年度は八王子地区の6施設

と世田谷区立九品仏生活実習所中町分場、さくら学園の合計8

施設の報告でした。

　八王子生活実習所からは「地域の中での家族サポート」を

主軸に据えて、地域で暮らすための包括的支援の実践につい

て報告しました。昨今、厚生労働省が掲げた「我が事・丸ご

と」の地域共生社会の実現に向けた支援の実践が求められて

います。実習所でも今回の発表を通して、「家族の力」や地

域とのネットワークをエンパワメントしながら、サポートし

体制を整えることについての必要性をより感じました。

　他施設からは、個々に寄り添う支援や地域生活サポート、

環境面に着目した支援等、様々な報告がありました。様々な

施設や支援方針について学ぶことが出来る貴重な機会です。

今後も実践事例報告会を参考にして、より良い支援につなげ

たいと思います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　（吉山）

。(宮道)

エフォートエフォート
八王子地区
　　実践事例報告会

　  2月23日(金)～25日(日)に開催された第

40回手作り作品展示即売会に参加しまし

た。前回までイトーヨーカドー八王子店

を会場に行われていましたが、今回は、

イーアス高尾こもれび広場での開催で

す。八王子市内の福祉施設など、32団体

が参加し、「みんなのかけ橋　友に歩(す

す)む」をテーマにして日頃の活動で制作

した作品の展示・販売をしました。

　実習所からはポプリ製品や陶芸、コ

ラージュレターセット、一閑張りなどを

出品しました。「知り合いへのプレゼン

トにしたい」とまとめてお買い上げくだ

さった方もいて、まずまずの売れ行きで

す。他の団体の作品も木工や手芸はじ

め、たくさんの工夫を凝らして丁寧に仕

上げられた作品ばかりで、今後の参考に

したいと思います。

　ご来場くださいました、保護者の皆

様、ありがとうございました。（浅井）

ていく体制を整えることについての必要性をより感じました。

他施設からは、個々に寄り添う支援や地域生活サポート、環境面に着目した支援等、

様々な報告がありました。様々な施設や支援方針について学ぶことが出来る貴重な機会で

す。今後も実践事例報告会を参考にして、より良い支援につなげたいと思います。

（吉山）



新年度の職員異動をご報告いたします。

退　　職　　神宮寺悠　　上野有紀　  水越幸夫　　西下香織

異動（転出）安田喜人 施設長　平成30年4月より第2大島恵の園

　　　　　  金子敬司　　  　 平成30年4月よりリアン文京　

　　　　　  萬歳広貴　   　　平成30年4月より八王子福祉作業所

　　（転入）岡部智彦(のりお)施設長　第2大島恵の園より

　　　　　　山岸いずみ 主任　　　 　大島恵の園より(4月23日～)

新規採用　　小一原弘行　　長岡優一　　宇都宮克郎　　溝口愛

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（草野）

　昨年5月から申請を行い、先日3月7日(水)

に日本財団から助成金を受けて、福祉車両

（車椅子対応車）の日産キャラバンが納車さ

れました。この車は、座席を収納することに

より、最大4台の車椅子が乗車することがで

きます。毎日の送迎に加えて、車外出や喫茶

など、日中の様々な場面で大活躍してくれる

ことと期待しています。（相澤）

日本財団助成車両

職員往来

実習所からは、新商品のアロマワックスバーや定

番のポプリ製品、陶芸、コラージュレターセット、

一閑張りなどを出品しました。「知り合いへのプレ

ゼントにしたい」とまとめてお買い上げくださった

方もいて、まずまずの売れ行きでした。他の団体の

作品も木工や手芸はじめ、たくさんの工夫を凝らし

て丁寧に仕上げられた作品ばかりで、今後の参考に

したいと思います。

　ご来場くださいました、保護者の皆様、ありがと

うございました。（浅井）



グループ往来

少しずつ暖かい季節に変わってきました。この時期に

なると、植物が芽を出し花のつぼみがふくらみ始めます。

それにしても花粉症の人にはつらい季節ですよね。今月

も、各グループそれぞれ楽しむ様子をお伝え致します。

宙　～そら～

海･渚　～うみ･なぎさ～

今回のスヌーズレンは「春」をテーマにしたリラクゼーションルームでした。

皆で作った花紙の色に合わせて壁紙やソファーもピンク色に装飾をします。ＢＧＭの春

ソングに耳を傾けながら天井や壁に飾った桜の花紙を眺めリラックスしている方や、音楽

に連動して動くディスコボールが花びらのように揺れる様子に合わせて一緒に体を動かし

ながら楽む方もいます。花紙に染み込ませたミントの香りに包まれながら、思い思いに

ゆったりとした時間を過ごしました。（菅）

園芸活動の時間にかかし作りをしました。

かかしには桜の枝などの自然素材を使用します。作り方は様々な大きさの枝から胴体、

頭、腕に合うものを選び接着剤で付けていきます。その後、シールやフェルト、毛糸など

でかかしを装飾すると出来上がりです。

選んだ枝の感触を手に持ち何度も確かめながら、枝を付けていく方や「かかしに顔が付

きましたね」「かかしの出来上がりが楽しみですね」などの会話に笑顔を見せながらかか

しを装飾してくれる方など、楽しい雰囲気の中オリジナルのかかしが完成です。

出来上がったかかしを飾るのが楽しみです。(手塚)

　春ソングに合わせて
光が動いています

さわやかな香りと歌で
のんびりしましたミントの香りのする花紙です

枝を選びました かかしの顔をつくりました たくさんのかかしが出来ました

宙　～そら～



泡だて器で生地を
混ぜています

「ココア味のおやつが食べたい」というリクエストで、ココア入りパンケーキを作りま

した。

ホットケーキミックスに卵、牛乳、ココアパウダーを入れると、チョコレートに似た甘

い香りが漂います。泡だて器を持って、「よいしょ、よいしょ」と声を掛けながら生地を

混ぜていきます。生地がしっかり練れたか、泡だて器を持ち上げて仕上がり具合をチェッ

クする方もいました。ホットプレートで焼きホイップクリームを添えて出来上がると、皆

さんおいしそうに召し上がっていました。（高橋江）

皆でお話の続きを想像します

風　～かぜ～

星　～ほし～

いくつかぞえたかな？

ホイップクリーム、
ココアパウダーを添えました。

3月の星グループでは、リラクの時間に本と紙芝居を読みました。

「どの本から読もうかな？」と皆で話し合って、読む本を決めていきます。「読んでく

れる人はいますか？」と尋ねると、「はい！」「私、読む！」と元気に手をあげてくれる

方もいました。今回は「10までかぞえられるこやぎ」と「みんなでぽん！」などの本を選

んで、「次はどうなるのかな？」とわくわくしながら話を聴いていた皆さんでした。また

次回の本の時間にたくさんの笑顔が見られることを楽しみにしています。（板谷）

生地の仕上がり具合を
チェックしています

元気に読んでくれました



実習所月予定

利用者数情報

利用者現員数                         　52名（定員40名）

障害者支援区分 区分4-2名 区分5-9名 区分6-41名

実利用者延べ数　　　　　　　　　　　　  945名

2月期利用率                   112.5パーセント

リスクマネジメント情報

事故件数累計                         　 2件

軽微事故件数累計                     　 8件

ﾋﾔﾘﾊｯﾄ件数累計                       　 3件

苦情情報

苦情受付累計　　　　　　　　　　　　　　0件

要望受付累計　　　　　　　　　　　　　　0件

4月

新年度の月予定をお知らせする時期となりました。旅立ち

や新たな出会いが生まれる時季でもあり、成長・飛躍の時機

でもあります。一日を大切に過ごしていきたいものです。

事業概要報告 報告対象月　平成30年2月分より報告

2月

日 曜 午前 午後

　１ 日 災害伝言ダイヤル

  ２ 月           入所式

　７ 土 土曜開所日①         土曜開所日①

１０ 火   内科検診(宙・風)出構医師

１２ 木 　　　保護者会　10:30～   はあとてらす　鶴田医師

２１ 土 土曜開所日② 土曜開所日②

２４ 火 　　　　 総合健診　　　　 

２６ 木 宿泊旅行①（～２７日） 宿泊旅行①

編集後記

平成29年度最終号の発行を迎えました。今年度も多くの皆様に支えられ、たいへん充

実した紙面をご覧いただくことが出来たと思っています。誠にありがとうございました。新年

度もたくさんの笑顔をお届けできるよう努めてまいりますので、どうぞよろしくお願い致しま

す。（Ｓ）
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