毎年、天保山公園
では鮮やかな桜が見
られます。秋には銀

杏の黄色いじゅうたんが見られ、 春の桜が一番のお気に入りです。 者さんもいましたが、桜が咲き
四季折々の姿が楽しめる公園で
今年も、コロナで「お花見昼 始めると、ウキウキして、ウォー
すが、やっぱり利用者さんは、 食会」は中止で残念という利用 キングの足取りも軽く、会話も
弾みます。桜の咲き初めから、
花の中心が赤く染まり、ハラハ
ラと散っていき、最後には、葉
桜となる様子を日ごとの散歩で
楽しみながら堪能しています。
寒い冬を越えて、新しい季節
を全身で感じ、なかま達の表情
もイキイキと穏やかです。そし
て「今年も桜散ったね。また
来年ね❤」と話しています。今
は、爽やかな緑が映える天保山
公園です。暑くなるまでの暫く
の間、楽しいウォーキングの時
間を過ごしましょう。
（白井）
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コロナ禍で、まだなかなか行
事はできず、あゆみでも引き続
き季節感が感じられる制作の数々
に取り組んでいます。この半年
間においても、新しい取り組み
がたくさんありました。
月は初めてミニハロウィン

そして４月、新年度という
ことで昨年の夏以降あゆみ作
業所に来てくれた新しい職員
３名 の歓迎 会をし まし た。
タの贈り物は何がいいかな？」 『これからよろしくお願いし
など、毎日の日課の中でもドキ ます』のメッセージの壁紙に
ドキワクワクの一カ月でした。 は似顔絵が得意な人が３人を
描いてくれました。とても似
ています。４月８日には歓迎
会をして改めて「これからよ
ろしくお願いします」と、伝
えることができました。
まだまだみんなが楽しみに
している行事は再開にはなりま
せんが、今年度も引き続き少し
ずつできることを増やして、新
しいことにもトライしようと思っ
ています。
（上田）
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していただける「心温まる事
業所」にしていきたいと考えて
おります。今後とも、宜しくお
願い申し上げます。

濵﨑

・

■ 土肥 秀治 生活支援員
（あゆみ作業所）
令和４年２月７日より、常勤
生活支援員として「あゆみ作
業所」に入職させて頂きました
土肥秀治と申します。明るく笑
顔で仲間の皆様が接して下さり
まだ数ヶ月ですがとても楽しく
仕事をさせて頂いています。コ
新 任 職 員 紹 介
ロナ禍や様々な理由で、まだお
会い出来ていない仲間やご家族
■ 小西 里穂 生活支援員
様も多数いらっしゃいますので、
（あゆみ作業所）
お会い出来る日を楽しみにして
本年１月 日より、常勤生活 います。
支援員として務めさせていただ
「安心安全に楽しい支援」を
くことになりました小西里穂と 念頭に置き仲間の皆様、そして
申します。これまでは総合病院 ご家族様と共に歩んで行きたい
での看護助手をしておりました。 と思っています。
「大阪港あゆ
利用者様、ご家族様にも、より み福祉会」の更なる発展に貢献
「安心・安全・快適」にご利用 出来るようベストを尽くします
していただけるよう、精一杯努 が何分未熟ですのでご指導、ご
めて参りますので、何卒よろし 鞭撻のほどをお願い申し上げま
くお願い致します。
す。簡単ではございますが挨拶
優秀なスタッフの方々に支え とさせて頂きます。
られながら、今後もより一層、
質の高いサービスを目指すとと ■ 濵 﨑 明美
もに、利用者様に楽しくご利用
（８月入職。前号にて紹介）

2
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パーティーを開催しました。
均で つずつ仮装グッズを買い
に行き、部屋の中もハロウィン
飾りをたくさん作りました。仮
装しての記念写真は少し照れく
さそうにする人もいました。
月は秋の虫を毛糸で作りました。
月はクリスマスパーティー
に向けての飾り付けとプレゼン
トの買い物です。
「今年のサン
月は手作りの絵馬に今年の
目標を書きました。
「コロナが
終わり、どこかに行きたい」と
いう願いが多かったです。
月は鬼の小物入れを作りま
した。節分には豆まきもみんな
でしました。
月は紙皿にお雛様を作り壁
掛けにしました。桜が咲き始め
ると散歩の時に、
「いつが満開
になるやろか？」と観察をして
今年も満開の日にお花見ウォー
キングをしました。
1

2

3
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小西

・

土肥

■ 令和３年 月１日付 就任
井川 直行
あゆみ作業所（生活介護）
サービス管理責任者
＊前任の源野理事長より現在も
進行形で少しずつ引き継ぎをさ
せて頂いております。主たる業
務としては個別支援計画に係る
一連の業務や事務的な業務など
事務・管理業務がメインとなり
ます。現場支援に入る機会は少
なくなりますが、現場の主任以
下他の支援員との連携を怠らず
職務を励行できるよう精進致し
ます。改めましてよろしくお願
い致します。

感染力の強いオミクロン株 り電話連絡し、利用者・ご家族
による新型コロナウイルス感 に上記の状況等の説明を行う。
染急拡大が全国各地に及んで
３月７日（月） 新たに複数
いる最中の３月、あゆみ作業 の利用者・ご家族より体調不良
所（生活介護事業）におきま による欠席の電話連絡が施設に
しても、複数の職員及び、利 入る。大阪市担当課並びに保健
用者への感染、体調不良者が 所へ状況報告。保健所の回答は
発生致しました。大阪市保健 「感染対策も実施されており、
所等とも相談し、感染拡大を 濃厚接触者と断定できる方はい
防ぐ必要があると判断し、
ない。
」しかしながら、新たに
月８日～ 日の９営業日を臨 体調不良者や健康観察すべき状
時休業と致しました。利用者 態の方もおられるので、翌日か
の仲間をはじめご家族の皆様、 らの事業所臨時休業を決定し、
関係機関・事業所様には、ご 周知のお知らせを配布並びに郵
迷惑、ご心配をお掛けしまし 送。
（３月 日再開予定。休業
たことをお詫び申し上げます。 延長の場合は連絡する）
併せて、休業へのご理解を頂
３月 日（金）～ 日（土）
き、誠にありがとうございま
８日以降の休業期間の状況確
した。
認から、職員の半数以上の陽性
その後、事業所を再開して 反応者、利用者・ご家族の陽性
おりますが、今回の経過をご 及び体調不良など数件確認。陽
報告し、今後の改善点につい 性者発生確認の都度、行政機関
て考えていきたいと思います。 に報告と相談。
「クラスターに
【経過報告】３月５日（土） 近いが入所施設と比較して人数
職員２名の陽性反応者及 が少ないので断定できない。」
び、体調不良の利用者・ご家 との回答。安全に利用頂くため
族を確認。確認者は３月７日 に、感染拡大を防ぎ、必要な職
より自宅待機等による欠席。
員体制が整うまで３月 日まで
３月６日（日） 役職職員よ の休業延長を決定し、出勤可能

な職員より電話にて、利用者・
ご家族に休業延長の説明を行い、
周知のお知らせを郵送。
（３月
日再開予定。休業延長の場合
は連絡する）
３月 日（火）～
あゆみ作業所を再開。療養期
間・健康観察期間がある方は、
全て明けた後、体調に問題が無
ければ、順次通所を再開。
【今後の改善点】
① 早期発見と感染拡大リスク
の減少、不安を抱える現場職
員の心理的負担軽減を目的と
する大阪市の「無症状の介護
従事者に対するＰＣＲ検査」
は、今まで通り実施する。
② 緊急事態に、郵送・電話等
で生じるタイムラグをカバー
するためのＳＮＳによる一斉
送信の連絡手段の構築。現時
点で、具体的な検討段階に進
んでいます。
③ 今後も感染拡大防止の対応
に尽力し、利用者の仲間、職
員等の健康・安全に十分留意
しながら、行政からの指示に
基づき、必要な対応を継続し
ていきます。そして、楽しく
安心して集えるあゆみ作業所
を運営して参ります。
（役職一同）
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昨 年 度 退 職 職 員
■
月 日付 退職
小谷 光二 生活支援員
（あゆみ作業所）
■
月 日付 退職
志水 弘子 生活支援員
（あゆみ作業所）
■ ３月 日付 退職
谷口 茂生 夜間専門支援員
（ショートステイあゆみ）
＊いずれの方々も、コロナ禍の
大変な時期に、利用者のなかま
の皆さんの支援に尽力頂き、
感謝申し上げます。
31

30

新 任 役 職 者 紹 介

10

■ 令和４年４月１日付 就任
濵﨑 明美
あゆみ作業所（生活介護）
副主任生活支援員
＊入社より短期間で大役を仰せ
つかりまして、うれしく思う反
面、今までと異なる立場となる
ため、責任の重さに身の引き締
まる思いです。微力ではござい
ますが、一層努力を惜しまず精
進し、あゆみ作業所の発展とな
かまの笑顔を守るために力を尽
くして参りたいと思いますので、
ご指導ご鞭撻を賜りますようよ
ろしくお願い申し上げます。

3

11

31
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■ 令和４年４月１日付 就任
小浜 守秀
あゆみ作業所（生活介護）
施設長〔管理者〕
＊最近のコロナ禍で、あゆみら
しいステージの場が無くなった
り出掛けることもままなりませ
んが、新任の職員が新たな風を
呼び込み活気も戻ってまいりま
した。新体制の我々一丸となり
仲間が集える場所、楽しいあゆ
み作業所を目指して参りますの
で、これからもよろしくお願い
します。
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日頃より、運営への
各ニーズを確認し、またアン
大阪市の実地指導改善
ご協力、ご理解ありが ケート調査期間中に新規の問い
報告を完了
とうございます。
合わせもなかったことから、金
昨年度は行政側の依 曜日の月２回を女性開所日とし、 昨年６月予定のあゆみ作業所
頼もあり、防災計画の 残りを男性開所日としておりま に対する大阪市の実地指導は、
見直しを行いました。 す。また、職員体制の関係から 新型コロナウイルス感染症の感
今年に入り、大きめの 水曜日では月１回のお休みを頂 染拡大に伴い延期となり、 月
地震が日本各地で発生。 いております。
に実施されました。
施設としても、ちょう
既存の利用者様には２月発行
実地指導は、通称「障がい者
ど防災食品の賞味期限 書類で通知させていただき、ホー 総合支援法」や省令・各府県・
を迎えたりと、昨年に ムページの方にも反映しており 市町村の基準条例等の関係法令
続き、再度防災備品の ます。現在の「利用日の振り分 に基づき、適正な事業運営と利
見直しをいたしました。 け（月曜日は男性利用日など）」 用者保護等の視点から、各府県
この４月にも、新年 「利用枠の空き状況」など、ホー 市町村単位の指導及び監査実施
度の防火・防災訓練の ムページにて掲載しております。 要綱により、障害福祉サービス
一環として、職員にも 内容は動きがあり次第、随時更 事業者運営の適正化を図るため
目を通してもらい、行政から求 新していますので、確認頂いた に実施されます。行政の指導に
められる災害時の事業継続と災 うえでご連絡の程、よろしくお より、利用者の皆様に良質な支
害時の最悪のケースでの対応想 願いいたします。
援を提供するためのサービスの
定について話し合いを交わして
金曜日の女性開所日を残しつ 質の向上が共通認識となるよう
います。自然が相手ですので、 つも、職員にとっても身体を壊 当該事業所の支援や育成を図る
こちらとしては、出来る限りの さない形で働ける体制を設定し 点においても重要です。
準備をアップデートしていきま ております。今後とも運営への
改善指導内容は、非常災害に
す。
ご協力、ご理解をよろしくお願 関する具体的計画において、事
新年度の支援体制としまして いいたします。
（蝼川内） 業所の立地条件等が記載されて
は、４月より一部開所日を変更
いない事項でした。直ちに、大
しております。昨年度は複数の
阪市や港区のハザードマップ、
女性利用者様の入所に伴う短期
地域防災計画から学び、施設の
入所退所により、多くの枠が空
立地場所の地盤や地形、活断層
き、既存の対象利用者様に希望
の有無、河川、海等との距離等
アンケートをとりました。
の立地条件を確認し記載しまし
た。また、施設がある築港地域

は周囲を海に囲まれて
いる危険地帯にある為、
津波浸水、高潮等の危
険性も高く、具体的な
避難の心得や安全な避
難方法も追記し、報告
しました。併せて、そ
の内容を職員会議で確
認し、役割分担や平常
時から防災意識を高め、
備品や設備を整えてお
くことを共有しました。
また、実地指導当日
に口頭で指導頂いた運
営規定や重要事項説明
書等の必要な改正を行
い、より一層適正な事
業所運営に努めます。
今回の実施指導を含
め、約１年半にわたり、
ご指導頂いた行政書士
の西田様には、心より
感謝申し上げます。継
続的に「書類のチェッ
ク」
「適正運営のご指
導」、全職研修開催等
のお陰で、法制度の理
解も深まり、クオリティー
の高い運営基盤が身に
付きました。今後も法
令遵守に則り、取り組
んで参ります。
（源野）

大阪港あゆみ福祉会を応
援する会への入会・
更新と

4

応援募金のお願い

当法人は、あゆみ作業所（日中の
生活介護事業）
と、ショートステイ
あゆみ（夜間の短期入所事業）
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。

【 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
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ショートステイあゆみＮＯＷ
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