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横山

和紀

期化することを踏まえた新しい生
活様式への対応も迫られています。
支援には寄り添いが必須でありま
す。ソーシャルディスタンスを徹
底することは難しい。障害特性上
の健康管理の難しさ、そして感染
症だけではなく、地震や風水害に
よる自然災害が重複する可能性も
あります。多くの施設職員の役目
は本当に大きいし、利用者様にとっ
て必要な存在であります。だから
こそ頑張っている職員同士ととも
に励まし合って何とかこの苦難を
乗り越えていけるように努力して
まいる所存でございますので今後
とも皆様にはご指導、ご鞭撻を賜
りますよう宜しくお願い申
し上げます。

やまばと学園施設長

慣れない環境で不安になることが
ないように日課やイベントを考え
て提供してきました。
初めての工事の中で利用者の皆
さんが意外なほど環境の変化への
適応が出来ていたことが大きな成
果でした。今回のリニューアル工
事は利用者様にとっても職員にとっ
ても法人設立三十年目を迎える皆
様にとって大きな喜びになりまし
た。
さて令和二年になり、間もなく
春本番の中、新型コロナウィルス
が世界的な流行になり、まさに大
きな苦難に立たされています。ま
だまだ収束の見通しが難しい中で
当法人でも二月より、感染対策委
員会を立ち上げ、日々変わる情報
を整理しながら、施設に持ち込ま
ない、拡大させないようにするこ
とを徹底出来るように周知し、出
来る限りの実践に努めているとこ
ろです。特に医療従事者の皆様の
懸命な努力があります。こまめな
手洗いや消毒対応はもちろん、３
密防止のある行動や自粛、また長
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ご挨拶
日頃よ り当法 人の運営 におき ま
して、皆様には多大なるお力添え
を賜り誠にありがとうございます。
昨年は平成から令和になった大き
な転換期であります。やまばと学
園では平成三十年度から令和元年
度にかけ、新入浴棟とやまばと学
園居住棟のリニューアル工事を行
いました。これはやまばと学園開
園時から、後援会、保護者の皆様
の積立資金により、かねてより希
望されていました四人部屋の解消
と云う願いに応え、また、利用者
様の快適な環境での生活を目指し
た願いが法人との連携により完成
したものです。新浴室は利用者様
の高齢化、重度化に対して安心、
安全な支援が出来る環境を大切に
しました。また居住棟については
きれいに修復することはもちろん
浴室を別に設けることで部屋を増
やし、四人部屋を解消することも
目的の一つでした。各フロアーご
との工事では利用者様に仮住まい
先に引っ越しして頂き、二ヶ月の
期間を過ごすことになりました。

誕生会もソーシャルディスタンスで
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新活動班について

新しい通所の仲間達

通所センター課長 工藤 淳

新活動班について
たんぽぽ班 篠田 侑弥

伸司

令和二年度が始まり通所センター
にも新しい職員、利用者を迎え入
れることができました。今年度は
養護学校卒業から二名の仲間が増
えました。
二名共に
笑顔がと
ても素敵
で元気いっ
ぱいです。

新活動班について
うぐいす班 山本

係を築いていきたい
と思います。
これからの長い人生
を皆と共に楽しく有
意義な生活になるよ
うに職員共々、よろ
しくお願いします。

それ
ぞれの個
性を理解
しながら
職員・他
メンバー
と信頼関

今年度から新活動班が結成され、
新しく一からのスタートというこ
とで利用者様、職員共にドキドキ
わくわくしているように感じます。
四班の名前はたんぽぽ班に決まり
ました。個人の選択を目標に、利
用者様、職員一人ひとりの個性を
尊重しながら、ゆっくりと時間を
掛けてやりたいこと、好きなこと
を見出し、今まで以上に心躍らせ
る、明るく楽しい班にしていきま
すので是非とも暖かく見守ってい
ただきたいと思います。
者

今年度よりうぐいす班のリーダー
として、作業の取りまとめを行な
うことになりました。既存のうぐ
いす班をそのまま継続する形にな
りますが、より良い活動ができる
ようにメンバーと会議などを通し
て色々と考えているところです。
利用者様が安心して活動ができる
ように頑張ってまいりたいと思い
ますので、今後ともよろしくお願
いします。
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水島 紘樹

の日には実際に作品を作って持っ
てきたり「外部のバザーに参加し
てはどうか」「喫茶店のようなイ
ベントにチャレンジしたい」と先
行きの明るい意見が次々と出まし
た。残念な事に感染症拡大防止の
為、作業開始は先延ばしになって
しまいましたが、ふくろう班では
この沸々とした思いを払拭させる
べく「負けないで頑張ろう」とい
う思いを込めて個々にですがマス
ク 作りに取 り組み始 め
ました。利用者様にとっ
て 実りある 一年にな り
ま すよう精 一杯頑張 っ
て いきます 。
新活動班について
コンドル班 小林 孝治
今年度よりコンドル班の班長とし
て、作業の取りまとめを行なうこ
とになりました。より良い活動が
できるように活動班メンバーと会
議などを通して色々と考えていま
す。利用者様が充実した活動がで
きるように支援してまいりたいと
思います。今後とも
よろしくお願いしま
す。

ごうきさん

あおば班

今年度よりあおば班の担当にな
りました水島です。宜しくお願い
致します。あおば班は主に機能訓
練を行なう班となっています。以
前のあおば班と違い今回から女性
利用者様も加わることになりまし
た。一人ひとりに合わせた作業内
容を提供していきます。又活動中、
デイルームではラジカセを使用し
音楽を流し、同フロアにある食堂
のスペースを使用しスヌーズレン
ライトを設置して楽しみとなる環
境を提供していこうと考えていま
す。
新活動班について
ふくろう班 鈴木 貴子

四月、新活動班が発表されまし
た。ふくろう班は制作を中心に行
う班です。メンバーが発表され、
利用者様にどんな作業を行いたい
かお尋ねしたところ、「シュシュ
を作りたい」「学園の仕事を手伝
いたい」「作業を頑張って、お金
を貯めて家族を楽させたい」と意
欲に溢れた思いを話して下さいま
した。職員も負けず劣らず、会議

とむさん
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岡

学

２月より入職しました、橘田新
（きった あらた）と申します。
仕事では、わたしの長所である
根気強く物事に向き合うことがで
きる点を生かし、与えられた仕事
に対して妥協をせず、責任感を持っ
て取り組んで参る所存です。
みなさまにはご迷惑をおかけする
こともあると思いますが、ご指導
いただきますよう宜しくお願い申
し上げます。

四月より入職させていただきま
した、遠藤瞳（えんどうひとみ）
と申します。昨年度の入所施設実
習及びアルバイトを通して、もっ
と障がい者の方を知りたい、関わ
りたいと感じ、この度就職を決意
させていただきました。配属先は
通所支援課で、経験することがな

通所支援課 遠藤 瞳

新人職員紹介

てる職員となるべく日々精進して
新人職員紹介
いく所存でございますので、ご指
生活支援課
古和田英樹
導ご鞭撻の程、よろしくお願い致
一月よりやまばと学園に入職い します。
たしました古和田英樹（こわだひ
新人職員紹介
でき）と申します。生活支援課二
階に配属され、早三か月が経過い
生活支援課 橘田
新
たしました。入職当初は戸惑うこ
とも多く、日々の業務を覚えるこ
とで手一杯だったのですが、多く
の方の指導のおかげで少しずつ仕
事にも慣れてきました。今、コロ
ナの影響もあり外出等がしづらく
なくなっていますが、できること
を考えながら、皆様と楽しく過ご
していきたく思っています。今後
ともよろしくお願いいたします。
新人職員紹介
生活支援課

二月から支援員として就業させ
ていただいております 岡 学
（おか まなぶ）と申します。社
会人歴は二十五年以上ありますが、
福祉職に従事するのは初めての経
験となります。その第二の社会人
人生を、やまばと学園でスタート
させて頂けた事を大変嬉しく感じ
ております。利用者様のお役に立

橋本紗希

かった場所でした。
部署は違えど、実習やアルバイト
の経験を活かして少しでも早く利
用者様に信頼していただけるよう
な支援を心掛けて日々精進します。
至らない点が多々あるかと思いま
すが、ご指導ご鞭撻のほどよろし
くお願い致します。
ご挨拶
栄養士

４月に入職しました、栄養士の
橋本紗希（はしもと さき）と申
します。
栄養士として、給食委託会社や
障害者施設に勤め勉強してまいり
ましたが、やまばと学園利用者様
に合った食事作りをしていくため
経験を活かしつつ、また一から学
ばせていただきます。
食・健康を支えていくために利
用者様を知るところから始め、食
材の選び方や調理・提供方法を考
え、日々の栄養管理に努めていけ
たらと思っております。又、食事
をより楽しみにしていただける様、
季節ごとの行事食やイベント等の
実施に、調理員と共に取り組んで
まいりたいと思います。これから
どうぞ宜しくお願い致します。

★新コーナー★

ちょっと休憩うちの子自慢
川口宏美

コロナと言えば少し前まではお
酒を連想していましたが最近では
明るくない話題の代名詞になって
しまいました（これが発行される
頃には少しでも好転していること
を祈ります）。そんな中、少しで
も「クスッ」と笑っていただける
話題を…と思い、うちの子自慢を
したいと思います。実はうちの子
学園とは無関係ではないのですよ！
①名前：七月（なつき）七月に学
園の門で出会ったので
②種類：猫・茶トラ・女の子
③歳：七月で二歳
④性格：やんちゃで遊び好き。甘
えん坊。
⑤その他：とにかく可愛い自慢の
娘で今や家族の中心になっていま
す。
皆さんもご自慢の家族が居たら
教えて下さいね♪うちの子も自慢
したい！
という方
もいらし
たら是非
お声がけ
ください。
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訃 報

総務課栄養担当
橋本 紗希
ご寄附をいただいた方々の
総務課調理担当
山本 昭文
ご紹介
通所支援課
遠藤 瞳
令和２年一月～令和二年五月
（四月 一日付）
地域支援課
須貝 高子
貴重な浄財をご寄附いただきま
（四月 二日付）
した。誠に有難うございました。 ◎復職者
やまばと通所センター
〇やまばと学園保護者会様
やまばとグループホーム
〇西湘地域労働者福祉協議会様
施設長 小室 文弘
○木下 八重様 ○鈴木 恒子様
総務課調理担当 川又 望
〇高橋登美雄様 ○高安 直之様
（六月 一日付）
○東島 泰久様 〇栁川 利江様 ◎退職者
〇和田 義昭様
（順不同）
総務課総務担当 森谷 恵
（二月二十九日付）
生活支援課
板坂 清司
人 事昇格・異 動
総務課調理担当 杉崎 勝
総務課調理担当 榎本フジヱ
令和二年一月～令和二年五月
通所支援課
石田 弥生
◎異動者
（三月三十一日付）
通所支援課
大西 由里子
（四月 一日付）
通所支援課
菊地 恵子
（六月 一日付）
次の方が令和二年五月六日
◎入職者
ご逝去されました。
生活支援課 古和田英樹
謹んでご冥福をお祈りいたします。
（一月十六日付）
生活支援課
岡
学
やまばとグループホーム
生活支援課
橘田 新
やまばとハウス
（二月 一日付）
鈴木 妙子 様
■法人設立の趣旨をより効果的に実現す
る為に、社会福祉諸活動を支援しよう

とするものです。

■障害者の皆様が快適で安心して安全で

楽しくアットホームで満足できる生活

を送れるよう支援しています。

法人会員

年額１口

20,000 円

個人会員

年額１口

10,000 円

賛助会員

年額 1 口

3,000 円

編 集 後 記

会員には会報「やまばと」が郵送されます。

振込みは郵便為替で（手数料は本会負担）

どこの郵便局でも 00220-5-14491 です。

浄泉会やまばと学園利用者支援「はとの会」

口座名は

新しく会員に なられる方はご住所を電話等でお

知らせ頂くようお願致します。

はとの会係担当

やまばと学園内

〒259-1322 神奈川県秦野市渋沢 2620-2
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皆さんありがとう

今年度も機関誌を担当させていた
だくことになりました。今年は沼
田、川口と私石田の三名体制です
ので、昨年度より充実した紙面を
作っていきたいと思います。
今回さっそく「うちの子自慢」
のコーナーを作りました。自慢の
子を紹介したい方は是非広報委員
まで連絡ください。
他にも、ステイホームで新しい
趣味を持ったなど明るい話題があ
りましたら、皆さんと共有したい
と思いますのでよろしくお願いし
ます。
（石田）

Tel 0463-87-1188 Fax 0463-87-6876

手作りマスクです♪

この度、社会福祉協議会から手
作りマスクを１００枚ご寄付いた
だきました。このマスクは秦野市
内のボランティアサークル団体や
個人の方が福祉施設のために使っ
て欲しいと集まったものです。い
ただいたマスクは職員や利用者で
有効活用させていただいています。
そ の他に もご 家族
や 職員か らマ スク
や アルコ ール 液の
寄 付をい ただ きま
し た。本 当に あり
がとうございます。

やまばと学園利用者支援「はとの会」

浄泉会やまばと学園利用者支援「はとの会」の会員・賛助会員を募集しています

社会福祉法人浄泉会
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