新型コロナウイルスが確認さ
れて以降、まもなく２年が経と
うとしています。今は緊急事態
宣言等は解除されていますが、
冬場に懸念される感染拡大「第
波」に備え、引き続き感染防
止対策を徹底して、利用者のな
かま達に必要なサービスを継続
的に提供出来るよう努めて参り
ます。
コロナ禍でも、楽しく取組め
ることをモットーに、８月は、
「花火の制作」に挑戦しました。
トイレットペーパーの芯の先に
切れ込みをたくさん入れて、絵
具に浸し、黒画用紙にポンポン
と色を付けていきます。このポ
ンポン色付けがなかなか難しく
簡単には色はつかないので何回
もつけて、やっとそれらしくなっ
ていきます。その間、色も変え
ていくので色とりどり青・赤・
黄色が絶妙に混ざった豪快な花
火ができ上っていきます。
中には「ナイアガラの滝」を
壮大に表現する班や、花火以外
にも観客を切絵で表すなかま、
背景を作る班もありました。多
くの花火大会が中止になるなか、
少しでも気分だけでもその醍醐
味を味わおうとみんなで力を合
わせて作りました。 （小浜）
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〒552-0021
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そしてアジサイの花が咲きまし
た。アジサイの花はメラミンス
ポンジをスタンプにしてみんな
でポンポン押しました。

夏を迎え、 月は七夕の笹に
お願いを吊るしました。 月は

先に紹介した花火の制作と盆踊
りを楽しみました。
「なかまニュー
ス」で知った全国のリモート盆
踊りに申し込みました。キャラ
クターのなかまくんに色をつけ
たり「なかまくん音頭」の歌詞
を貼ってうちわを作りました。
それを手に手に、 月 日の午
後、リモート盆踊りで沖縄の人
8

6

の踊りを見たり、全国各地の作
業所の人と繋がりました。
月はお月見の壁飾りを作り
ました。中秋の名月なんてなか
なか気にしてないですが、今年
は「満月見たよ！きれいに見え
たよ」と話してくれる人もいま
した。
月は一泊キャンプに代わる
取り組みで「キャンドルを作っ
て 、キャンドルファイヤーを
施設の中でやってみよう」とい

2

4

3

7

8

を灯すと、なんとも温かで綺麗
な空気が醸し出されました。野
外キャンプさながらに「燃えろ
よ燃えろ」や、フォークダンス
の曲を流すと、踊り出すなかま
たちも。少しの時間でしたが、
キャンプの雰囲気を味わえたか
なと思います。もう一回ぐらい
やりたいな。
（上田）

新 任 職 員 紹 介

う企画をたてました。
まずはキャンドル作りに挑戦で
濵﨑 明美
生活支援員
す。透明のガラスのコップにチョ
（あゆみ作業所）
この度、ご縁をいただき入職
しました濵崎明美と申します。
まだまだ不慣れでご迷惑をおか
けしますが、よろしくお願いし
ます。コロナ禍で緊張状態が続
いている時なので、お会いでき
ていない仲間の方もいらっしゃ
います。一日も早くお会いでき
ることを楽しみにしています。
これまでの経験を活かしなが
イスした貝殻やビー玉を入れて、 ら日々、学び続け成長できるよ
ジェルを流すのですが、 色に う努力を惜しむことなく挑戦し
したら色が混ざってしまったり てまいります。そして何よりあ
少し苦戦をしました。だけど出 ゆみ作業所の仲間とともに毎日
来上がりは想像以上に可愛くで の無事故を祈りつつ、明るく楽
きました。初回のキャンドルファ しく朗らかに過ごしていきたい
イヤーは、電気を消すとみんな と思います。今後ともよろしく
ドキドキ。一つひとつの器に火 お願いいたします。

2

今年もコロナ禍で外出行事が
難しいので、毎月季節を感じら
れる制作を考えて取り組んでい
ます。来年のカレンダーにでき
るようにとみんな積極的に考え
てくれています。
月は羽子板や福笑いのお正
月遊びを作り、昔懐かしく遊び
ました。 月は節分。 月は紙
皿でのお雛様。 月は昨年作っ
た桜の木にみんなのお願いを書
いた花びらを咲かせました。
月は和紙を染めた鯉のぼり。
2

月は今年は雨も多く嫌な時
期が続きましたが、あゆみでは
可愛いカタツムリや綺麗な傘、

9

10
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を掲載しております。管理者は
日頃より、運営への
時以降は現場に入っての支援
ご協力、ご理解ありが
もしていますので、新規利用の
とうございます。
問い合わせに対し、まとまった
今年は複数の入所へ
時間を提供出来ない時には一か
の移行ケースに関わり、
らの説明が難しいことが多々あ
在宅と入所の間の性格
ります。支援現場のリスクを増
も持つ短期入所として
やさないためにも、ホームペー
は貢献出来ているので
ジでの確認の上、問い合わせを
はないかと考えていま
して頂けますと助かります。内
す。
容は随時更新していますので、
同時に、入所に伴う
よろしくお願いいたします。
短期入所退所により枠
まだまだ、コロナ禍で様々な
が空き、余裕ができた
福祉サービスの利用を控えてい
こともあり、昨夏に試
らしゃるケースや福祉サービス
験導入していた土曜送
を変更していかないと持たない
迎を今春より本格導入
ケースが出てくると予想されま
いたしました。当施設では基本
す。短期入所として、状況に合
的に送迎はしておらず、関係機
わせて、基本方針である安全を
関の協力のもとで成立していま
確保したうえで出来ることを続
した。ただ、土曜日に関しては
けたいと思います。今後ともよ
日中生活支援の事業所がお休み
ろしくお願いいたします。
であったりと、送迎問題がネッ
（蝼川内）
クで金曜日利用が避けられる原
因でもありました。色々な要因
上、土曜日の送迎は港区内限定
での実施ですが、出来る範囲内
で効果が出ている状態です。
また、ホームページ（現在、
「お知らせ」の欄）にて「利用
日の振り分け（月曜日は男性利
用日など）
」
「利用枠の空き状況」

今年度の定期総会（書面表 話し合いを重ねていきます。
継続していくためには、少人数
決）で議決された左記の つ
の職員構成である当法人規模の
の指針を昨年度より継続し、
また、
「一般社団法人ＡＤＩ 法人事業所において、社会福祉
事業運営の柱に据えて取組を 災害研究所」の支援のもと、緊 分野に特化した関係専門家との
進めています。
急連絡網の整備に取り組んでい 連携は欠かせません。
ます。その中で、
「非常時に通
税理士、社労士、行政書士、
① 利用者のなかまを始めと 常の回線はパンクするので、緊 心理的なサポート等を担って下
する全ての命と健康を最優先 急連絡網を整備し保護者等への さる専門職の皆様、良き伴走者
に、感染拡大防止対策を徹底 一斉送信を行うためのシステム として、これからもよろしくお
し事業を継続します。
の構築と連絡訓練が必要です。」 願い致します。
② 働き方を創意工夫し、長 とのアドバイスを頂いています。
時間労働等を是正して、職員
弊社規模でのシステムの構築
今年度下半期スタートの 月
の健康と暮らしを守ります。
では「ＬＩＮＥグループなどが
日より、法人本部と、生活介
③ リスク発生前に能動的に 費用をかけずに使えるものとし 護事業の役割分化を明確にし、
対処してリスクの想定と対応 て、皆さん活用されているよう 新しい組織体制でそれぞれの役
策を判断し、想定外のリスク です。
」と、より具体的なご教 割をしっかりと果たしていきま
が発生した場合は、適切な危 示も頂きました。
す。その中で、あゆみ作業所が、
機管理が行えるようリスクマ
それを受けてまずは、緊急連 ３人のリーダーによる新しい集
ネジメント力を高めます。
絡システムに一斉配信専用設定 団指導体制で、ショートステイ
の「ＬＩＮＥ公式アカウント」 あゆみの管理者とも連携をとり
導入についてもアンケートを実 ながら、全ての生活支援員等と
施しました。その中でお示しい 協力して、利用者のなかま達の
ただいた心配事や分からない事 ために、より良い支援をめざし
などについて、一つずつ解明し て、遣り甲斐を持って日々の業
ていきます。そして、最善策を 務にあたってくれることを希望
見つけていきます。
しています。皆さまのご理解、
ご協力が、この上無い励みとな
法令遵守・適正運営を遂行し、 り力となります。何とぞ宜しく
次世代の人材育成を図り事業を お願い申し上げます。 （源野）
3

利用者のなかま達と、現場
支援員が中心となって、貴重
な参考指標となる「既存の行
事についてのアンケート結果」
や、３つの指針を基に、出来
る範囲で、安全に楽しく出来
る事（今のコロナ禍で出来る
事、コロナが収束したら出来
る事など）について、丁寧に

1
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ショートステイあゆみＮＯＷ
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社会 福 祉 施設 の 防 災 と

大阪港あゆみ福祉会を応援する会

編

集

後

記

4

への入会・
更新と応援募金のお願い

■私事ですがこの５月に長男が
誕生しました。コロナ禍で出産
が終わるまではとても大変でし
たがなんとか元気に、やんちゃ
に育っています。子供ができる
とこんなに生活リズムも変わる
のかと痛感し、日々の生活でいっ
ぱいいっぱいになっています。
世の親御さんの大変さがよーく
わかった気がします。早いもの
で５ヶ月が経ち、子どもがいる
生活に少しずつですが慣れてき
ました。旦那業もラクではあり
ませんが楽しく、家族円満な日々
を送りたいものです。奥様の機
嫌伺いは特に忘れずに。
（井川）
■５月下旬より、約１カ月半の
入院・療養を経て、８月より週
２日の勤務で復職し、 月から
は、週４日の勤務が出来る程に
体調も回復しました。コロナ禍
で、行事がなく保護者の皆様や、
休んでいる利用者の皆様に会え
ないのが残念ですが、暑さ等に
も負けず元気に過ごしています。
一日一日を大切に、個々の利用
者に寄り添った支援ができるよ
うに無理なくがんばりたいと思
います。今後ともよろしくお願
いいたします。
（行林）

10

避難 確保の 研修

【年会費】
個 人 ： ２，０００円 （ 1口 ）より
団 体 ： ５，０００円 （ 1口 ）より
【 郵便振替口座】
口座番号 ： 00970-8-223282
加入者名 ： あゆみ作業所を応援する会
＊ 応援募金も同様に上記をご利用下さい

・メール、ＳＮＳ等の連絡手段
を準備、スマホやパソコンの充
電器を備える。
・簡易トイレや救急薬品等の調
達業者を決めておく。災害時に
もゴミの分別は行う。
・外部との避難先施設と協定を
結ぶ。利用者、職員の防災教育、
消火訓練、避難訓練の継続実施。
・施設の事業継続計画（ＢＣＰ）
作成が義務化。

組める新しい様式を検討しています

最近、日本列島の各地で地震
が起きており、頻繁に緊急速報
がテレビの画面に流れ、心配な
気持ちになります。
去る５月 日、ＡＤⅠ災害研
究所主催の表題がテーマのオン
ライン研修に参加しました。内
容から一部概要を記します。

あり方を見直して、安全に楽しく取

ＮＰＯ法人大阪港あゆみ福祉会は、あゆみ
作業所（日中支援の生活介護事業）
と、ショー
トステイあゆみ（夜間支援の短期入所事業）
を
両輪として連携し、障がいのある人たちが住
み慣れた地域で安心して働き・暮らし・社会
参加できるよう、しっかりとサポートする法
人として日々励んでおります。今後ともご支
援宜しくお願い申し上げます。
ご入会・ご更新並びに応援募金にご協力賜
りました皆様には「あゆみタイムズ」
をお届け
し、法人各事業所の近況や障がい者福祉の
情報などをお知らせ致します。
※様々な要因を考慮し、既存行事の

12

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
【東日本大震災・熊本地震での
福祉施設の問題と対策】
より切実で分かりやすい研修
・ ％以上の家族と連絡が取れ でした。新しい知識としては、
ず引き渡しが困難だった。
災害時に家族と連絡が取れない
・停電でパソコンが使えず、安 ので「連絡訓練」を行う必要が
否確認メールが機能しなかった。 あること。非常時に通常の回線
・反省点として、避難訓練はし はパンクするので、緊急連絡網
ていたが家族との「連絡訓練」 を整備し保護者への一斉送信を
もしておくべきだった。
行う為の訓練が必要だとのこと。
災害対策手順をマニュアルに
【施設の災害対策手順】
載せ、改めて気象庁が発令する
・交通機関の運休が発表された 警戒情報を確認しておくこと。
ら、予定の事業やイベントを中 また、停電や断水などへの備え
止する。
や、小学校等へ避難するだけで
・台風の場合は暴風雨圏に入る はなく、予め外部の避難先施設
３時間前（進路予想が５日先ま を探しておくことも大切です。
でできる）には休業判断をする。 備蓄品は改めて必要だと感じ
たので、水、簡易トイレ等は揃
えて、災害対策マニュアルに記
録しておきます。
（小浜）

70

【福祉施設の事前の備え】
・ハザードマップの確認

＊池島ふれあいまつり
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【秋のイベント中止】

＊あゆみ福祉まつり

