平成２６年度 法人運営
方針案、、、、予算案がががが理事会、、、、
評議員会にて審議され了了了了
承承承承される

新年 度の 法人運 営及 び事業計
画案並 びに 予算案 につ いて、３
月２４ 日開 催の評 議員 会での審
議の上 ご同 意頂き 、理 事会にて
ご承認されました。
障障障障がい者者者者サービス
のののの向上をををを目指して
障 が い 福祉サ ー ビ スの向 上 を
図るた めの 法律と して 、昨年４
月に施 行さ れまし た「 総合支援
法」に 基づ き、こ れま での障が

この よう な状況 下、 政府にお
ける新 たな 経済政 策の 構築によ
り、僅 かな がら社 会経 済の明る
い兆し が表 れつつ ある といわれ
ていま すが 、実態 経済 の動向は
まだま だ不 透明で 、こ の４月か
ら導入 され る消費 税８ ％に伴う
個人消 費の 落ち込 みが 懸念され
ているところです。

い者支 援対 象者の 範囲 を「難病
者」を 含む とし、 また 「程度区
分」を 「支 援区分 」に 、今年４
月から はグ ループ ホー ム・ケア
ーホー ムの 事業名 称を 「グルー
プホー ム」 に改め られ る等従前
の法律 にお いて不 十分 であった
部分の 改善 が図ら れ、 障がいの
ある方 々が これま で以 上に社会
参加が 容易 にでき るた めの環境
整備が 一歩 進んだ もの と考えら
れます。
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法 人 監 査、施 設 実 地指導 面 に
おいて は、 事務処 理方 法・利用
契約書 の表 記等の 一部 改善点を
指摘頂 きま したが 、概 ね適切に
業務運 営が 出来て いる との評価
を頂き 、指 摘のあ りま した部分
につい ては 、既に 改正 しており
ます。 今後 の施設 運営 におきま
しては 、こ れまで 以上 により適
正な運 営内 容とな るよ うに精査
し、取り組んでまいります。

さる 、１ 月２１ 日・ ２８日に
広域福 祉課 による 法人 監査、わ
くわく ・ま んてん 施設 の実地指
導を受けました。

きまし ては 、年々 増加 する赤字
南河内広域福祉課
による定例法人監査及びびびび施設
国債の厳し い財政事情 等により 、
のののの実施指導をををを受受受受けて
今後に おい ても、 関係 者の福祉
ニーズ に応 えてい くた めの施策
展開は、困難な状況が伺えます。
グループホームの実施へへへへ
当 法 人 としま し て は、こ れ ま
でに培 って きた事 業の 更なる飛
躍と発 展、 さらに は利 用者・ご
家族の 様々 なご要 望・ ご期待を
実現に繋げ る取り組み を重視し 、
とりわ け長 年の懸 案で ありまし
たグル ープ ホーム をス タートし
てまいります。
また 、施 設開所 から １２年が
経過す るわ くわく 富田 林・８年
目を迎 える まんて んの 施設の改
善整備 と車 両の更 新等 、利用者
支援の 充実 を図る ため の環境整
備面に おい ても、 順次 計画的に
取り組んでまいります。

今 年 度 におき ま し ても、 利 用
者の視 点を 最重視 した 福祉サー
ビスの 提供 を目指 す積 極的な取
り組み を展 開する ため 、関係機
関のご 指導 を頂き なが ら、諸事
業の推 進に 邁進し てま いります
ので， ご支 援ご協 力を お願い申
し上げます。

課題への対応として、
〈コミュ
ニケー ショ ン〉行 動観 察による
アセス メン トから 、言 葉による
伝達は 非常 に困難 があ ると推測
され、 絵カ ードに よる コミュニ
ケーシ ョン を目指 すこ とにしま
した。

わくわく 生活介護
の２点を抽出しました。
①時間 の区 切りを つけ ることが
難しく 、休 憩を取 らず にすぐに
仕事を 始め てしま う。 ②食事を
現在、利用者１８名が在籍し、 適量取ることが難しく、食べた
支援員８名 で支援をし ています 。 物をお う吐 する。 食べ 方にもこ
やりが い、 生きが い作 りの一つ
だわりがある。
として 、半 日は作 業を 提供し、
支援の目標として、
利用者 個々 の特性 に応 じた取り
①本人 がど のよう な技 能・能力
組みの支援をしています。
を習得 され てるか アセ スメント
を実施 して コミュ ニケ ーション
生活 面に おいて は基 本的な日
スキルを正しく評価する。
常生活 動作 の習得 を目 標に、ト
②対象 とな る行動 ばか りを修正
イレ、 食事 、着替 え等 々、支援
しようとせず、原因を予測する。
は多岐にわたります。
③原因 を取 り除く ため の環境調
整をする。
また 健康 面での 支援 や情緒的
な安定 を図 るため の余 暇活動に
も少し ずつ ですが 、ボ ランティ
アの協 力を 得なが ら取 り組んで
います 。利 用者支 援の 専門的な
取り組 みと して、 自閉 症スペク
トラム 支援 士の助 言指 導を頂い
ています。

事事事事 例例例例

普 段 実 践して い る 支援の 一 部
を紹介致します。
Ａ利用 者さ んの課 題と して、次

〈休憩 〉細 やかな 段階 を経て休
憩を取ることを促しました。
〈食事 〉① 無理に 促さ ず、本人
の意思 で食 べる量 を決 める。②
嗜好を 把握 するた めに 、メニュ
ーによ る残 量チェ ック 、データ
収集。 ③茶 碗の蓋 にご 飯を移し
変える 行為 をなく すた めに、残
飯入れを用意。

前述 の支 援を実 施し た成果と
して、
〈コミュニケーション〉絵
カード によ りスケ ジュ ールの把
握がで き、 見通し を持 って落ち
着いて 行動 できる よう になり、
絵カードで のやり取り も成立し 、
意思を 確実 に伝え るこ とができ
るようになりました。
〈休憩 〉短 時間で はあ るが、休
憩のた めに ソファ ーに 座ること
ができるようになりました。

〈食事 〉施 設での おう 吐、ご飯
の蓋へ の移 し変え もな くなり、
器で食 する ことも でき 、ふりか
けの使 用に より摂 取量 が増し、
体重も少し ですが増加 しました 。
時間は 必要 ですが 、少 しずつ支
援の効果が出始めています。

他の 方と 同じこ とが できるよ
うにと 、能 力以上 のこ とを求め
られた 経験 をお持 ちの 方がいる
と思い ます が、心 が悲 鳴をあげ
ている にも かかわ らず 拒否出来
ずに、 防衛 のため に不 適切な行
動を身 につ けた人 もい るでしょ
う。人 は誰 しも、 その ような状
況に陥 れば とって しま う行動で
あり、
「障害があるから」ではな
いこと を理 解して 下さ い。対応
の工夫 によ り、利 用者 さんも職
員も双 方が 楽にな るこ とが沢山
あります。
「そういうもの」と思
って放置するのではなく、
「なぜ
」と疑 問を 持つこ とが 支援に繋
がるとの言葉を頂きました。

支援 は「 気づき 」が 大切であ
るとい うこ とを改 めて 認識致し
ました。

場所を話し合い、言葉でのコミ
季節はシャワー浴に切り替え入
まんてん うみグループ
浴回数を増やしています。また、 ュニケーションが苦手な方には
写真や絵などを使い、その時の
しもやけや疾患予防として足浴
表情で判断させてもらいます。
も毎日行っています。
「「「「それぞれのエンパワメントと
季節によって場所は異なり、
創作活動について
共共共共にににに「「「「
」」」」をををを大切にする
時にはご家族と一緒に外出に出
支援をををを目指して」」」」
ることもあります。これからも
うみ・そらの利用者と地域の
一緒に季節を感じ、風を感じ、
現在、９名
大学生・職員と合同で創作活動
地域のぬくもりを感じ、人の優
の利用者が通
にも取り組んでいます。大きな
しさを感じ る場所に出 かけます 。
所されている
キャンパスに、日頃から作業で
そこで、皆様にお願いがありま
中、生活状況
取り組んでいるアルミ缶のプル
す。楽しかったと思える場所や
や支援状況も
タブを利用した作品を、大阪府
ここは車いす
主催の「現代アートの世界に輝
でも大丈夫と
年齢と共に少
く新星 発掘プロジェクト」に
思える情報が
しずつ変化が
出展し、作品総数約８００点の
あれば「まん
見られ、身体
中から入選し、表彰されること
てん」までお
機能の維持・
が決定いたしました。これから
知らせくださ
低下を予防す
もできる範囲で
い。
るリハビリテ
利用者と学生と
ーション計画
支援とは、その人の考えや好
共にいろんな作
の内容を変更
み障がい特性等ひとつとして同
す る 頻 度 も 多 く な っ て き ま し た 。 品作りに取り組
じものはなく、進んでいく時間
んでいきます。
関節の硬縮と、進行性疾患の状
や受け取り方、価値観なども異
況でご家族と出かける頻度が少
次回作品の下絵
なり十人十色であります。
なくなっていると相談を受ける
利用者自身が自分の力に気づ
こともあります。
外出活動について
き、自分のペースで発揮し活動
入浴について
内容を変えることができると感
じる自己効力感を高め、それに
社会性の向上を目的とした外
出 活 動 も 月 一 回 に 行 っ て い ま す 。 必要な社会資源を結び付けるこ
とで活動できる環境を変えるこ
利用者委員会で外出してみたい
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とができると信じています。自
らの生活をコントロールできる
ようにこれからも職員が
で利用者支 援に取り組 むことや 、
基本の介護や支援はもちろん、
私たちが大切にしたいのは利用
者の表現したい気持ちをもっと
引き出すための工夫や、こだわ
りへの理解、利用者一人ひとり
の生活空間・人生観・価値観な
ど個々の「
」を楽しく
過ごせるよう、そして支援員と
して必要な「心＝きもち」とい
うことです。今後も身体機能を
低下させないためにも、関係機
関や理学療法士と連携し機能訓
練を継続していきます。
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改修工事

まんてんが出来た当時、段差
がある部屋を見て驚くこともあ
りましたが、段差解消スロープ
を作製するなど出来る範囲で取
り組んできました。昨年から改
修工事について検討を重ね、内
容（入浴室・訓練室・脱衣場）
等も具体的にも定まり、利用者
への支援負担の軽減にもつなが
る環境が出来上がります。
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衛生管理を目的とした入浴は
月・水・木と週に３回。暖かい

劇「地蔵峠
劇 地蔵峠の決闘
決闘」

クリスマスソング合唱

河南高校吹奏楽部

わくわく職員出し物

まんてん職員出し物

クリスマス会
昨 年 の クリス マ ス 会は会 場 の
都合上 、一 昨年と は異 なり、わ
くわく 富田 林の作 業室 を使用し
ての開 催と なり、 狭く て大変か
な？と 思っ ていま した が、普段
からの 慣れ た場所 で落 ち着いて
参加で き、 こじん まり と一体感
があっ たね との感 想も 多く頂き
ました。
利 用 者 有志に よ る 劇や合 唱 、
職員に よる 出し物 、そ して河南
高校吹 奏楽 部によ る演 奏と半日
では盛 り沢 山な内 容、 そして帰
りには カバ ンに入 りき らないほ
どのプ レゼ ント… と、 みなさん
にも楽しんで頂けました。
イオン金剛東店様よりプレゼントの贈呈

新成人のののの祝祝祝祝いいいい

地域の和太鼓サークル喜和塾
さんと、わくわく喜和塾との
コラボレーションによる成人
の祝い太鼓を披露してもらい
ました。迫力ある演奏に会場
の空気もビリビリと震えてい
ました。

今 年 新 たに新 成 人 の仲間 入 り
をした のは 、わく わく 富田林の
南口克 誌さ んです 。日 頃から明
るいキ ャラ クター でグ ループの
ムードメー
カーでもあ
りますが、
この日はス
ーツ姿がビ
シッと決ま
っていまし
たね。

祝い太鼓

寒い中、餅つき・餅丸
め 作業に ご協 力い た
だ いたご 家族 のみ な
さん、本当にありがと
うございました。

お餅つき
雪化粧（2 月 14 日）

２０１４初詣

長野戎
道明寺天満宮

楽楽楽楽しい「「「「福祉のか・た・ち」」」」
とボランティア団体との協協協協
働活動について

昨年の４月に近隣大学の学生
たちが主体となり、寄り添い支
援を中心に地域交流や啓発活動
を目的としたボランティア団体
が立ち上がりました。
団体メンバーは１５名～２０
名程度、基本は富翔会で教育実
習生として学習した学生たちが
障がいと向き合い感じたことや
驚いたこと等いろんな話をして
いるうちに、重たく感じる福祉
をもっと明るく、楽し
の
い印象に変えようとの意思で立
ち上がりました。
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現在は、他の施設や関係機関
からの協力を頂きながら、限ら
れたメンバーで活動に取り組ん
でいます。
富翔会でもマンネリズム支援
予防対策として「共に笑い、 共
に楽しみ 共に喜ぶ」さわやか
企画等も提案し、創作活動に繋
がる活動や、祝日開所には演奏

ボランティアの協力を得ながら
楽しい活動等も組み込んでいま
す。地域情報誌や福祉新聞にも
掲載され、順調にネットワーク
も構築され、初めての共同創作
活動では大きなキャンパスに色
を塗り、アルミ缶のプルタブを
貼り「きぼうの花火」を制作し
ました。

おおおお知知知知らせ

新車納入

去る２月２１日（金）、日本財
団から 補助 を頂き 購入 した、福
祉車両 が一 台納入 され ました。
富 翔 会ホー ム ページ の リニ
今まで のハ イエー スな どの大型
ューアル
の福祉 車両 とは異 なり 、軽自動
車では あり ますが 、車 椅子の方
従来よ
も一名 乗車 可能で 、送 迎や外出
り富翔会
活動で の利 用に幅 が広 がるかと
のホーム
思います。
ページは
ありまし
たが、昨
年よりリ
ニューア
ルに取り
組み、よ
うやく 開設 に至り まし た。まだ
まだ不十分 なページ構 成ですが 、
今後は 日常 の支援 や様 々な行事
の様子 など 、写真 を交 えて公開
してい きた いと考 えて いますの
でみなさんご覧ください。
や
などで「富翔
Yahoo
Google
会」で 検索 するか 、下 記のアド
レスを直接 入力してみ て下さい 。
ま た 、 楽しい ア イ デア等 が あ
りまし たら 、どし どし 情報提供
をお願いします！

http://tonshoukai.jp/

