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④④④④ 生活サポート

な場面で利用できるメリットがあ

送迎、外出、一時預かり等、様々
ビスも行っています。

ったため、のぞみを利用して「ま

の行事以外にほとんど機会がなか

用者の遊ぶための外出は、旅行等

在に至っており、当時、春日園利

サポート事業からスタートして現

のぞみ深谷は平成１１年に生活

出援助」です。目の不自由な方の

同行援護は「目の不自由な方の外

害まで、提供範囲が広がります。

障害の利用のみから、その他の障

ており、来年度からは現在の身体

は長時間のサービス提供を想定し

間３０分ほどの短時間、重度訪問

いサービスです。居宅介護は１時

家事援助、通院等付き添いと幅広

居宅介護・重度訪問は身体介護、

用中のサービスに不満がある場合

前の不安が軽減されたり、また利

らサービスを利用する事で、利用

識を持つ相談支援員に相談してか

計画相談支援として、豊富な知

⑤⑤⑤⑤ 相談支援

薄くなり、残念でなりません。

える」という先駆的な意味合いも

でなく、地域で障害のある方を支

度が減っている印象で、「家族だけ

す。ただし数年前と比べると自由

ります。埼玉独自のサービスで、

他県ではあまりないと聞いていま

のぞみで豊豊豊豊かな時間をををを創創創創りませんか？？？？
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②②②② 居宅介護・・・・重度訪問・・・・
同行援護

ずは春日園利用者に外出をしても

同行は、熟練した技術が必要で、

は、再度相談できる等のメリット

をく
ごサ
存ー
じビ
でス
すが
か多
？く
よて
くわ
サ
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らないと

らおう。当法人のノウハウを地域

のぞみでもベテランのスタッフが

があります。

いう話を聞きますので、今回ご説明

に役立ててもらおう。
」
を合言葉に

担当しています。

かけ作りになるのではないかと思

ており、福祉サービス利用のきっ

祝日、長期休みにサービスを行っ

『療育』を目的に放課後、土曜、

①①①① 児童発達支援・・・・
放課後等デイサービスススス

ギャップがあるのはこのためです。

きるが、自分は利用できないなど

る方の中で、例えば友達は利用で

合があります。すでに利用してい

きる場面・自己負担等が異なる場

め、お住まいの地域により利用で

をさせていただきます。

オープンしました。具体的なサー

③③③③ 移動支援

います。未就学児から１８歳まで

ただし、のぞみに問合わせて頂け

のぞみは、
「生活のののの質質質質をををを向上ささささ
せることができる場所」です。
学校、作業所等が生活の中心であ
ることは間違いありません。しか
し、余暇を楽しむことも大切では
ないかと考えます。
ぜひ、、、、のぞみを上手にににに利用してく
だだだださい。。。。きっとご家族にとっては、、、、
ほっとする間間間間をををを…………障害のある方方方方
にとっては、、、、生活のののの豊豊豊豊かさを提供
できる場場場場です！！！！

ビスは、次の５つになります。

の児童が対象で、特例により２０

れば、ニーズにあった情報提供が

移動支援とは外出援助のことで

歳まで利用可能です。学校→のぞ

できますので一度お尋ねください。

す。市町村が主体となっているた

み、のぞみ→自宅などの送迎サー

事業所のののの
ニュース
●●●●清掃業務スタート！！！！
１０月から、県立はばたき特別支

りつけをしています。カボチャやお

いつもこの時期にハロウィンの飾

今回は第２春日園からマイクロバ

たま水族館へ全員で行きました。

秋の土曜開所日に、恒例のさい

は、地盤強化のための工事が行われて

現在、春日園東側（元駐車場地）で

●●●●土曜のののの開所日にににに・・

ばけのグッズは、見ているだけでウ

スを借りたり、お弁当を配達して

います。大型の工事車両が入り数十か

●●●●ハロウィンのののの飾飾飾飾りりりり

キウキしてしまいます。ぜひ一度遊

もらうなど、ちょっぴり旅行気分

●春日園改築工事
～～～～地盤強化～～～～

びにきてくださいね。

所に円柱上の穴を掘って、コンクリー

パート職員募集中

をお知らせしていきます。

注意ください。今後も工事の進行状況

ます。ご来園の際は、事故など十分ご

大型の工事車両が毎日出入りしてい

くための工事です。普段、見慣れない

♪毎日の作業の合間のホッとでき

ご期待！

めて育てます。１月の収穫を乞う

ら頑張りました。これから丹精込

くまで上がります。汗をかきなが

ルハウスの中では気温が４０度近

を植えました。秋とはいえビニー

９月、約千六百本のトマトの苗

●●●●トマトのののの定植

トを流し込むという、盤石な土台を築

のぞみの園ホーム

る秋の一日でした。

です。

ます。(Ｈ25 年 9 月撮影)

援学校での清掃業務が始まりまし

●●●●スロープ工事完了
９月１２日、のぞみの園ホーム１
号館北側にスロープができました。
これにより、車いすの方の避難路が
２か所になり、利用者さんの安心安
全につながればと期待しています。

科学博物館へ行きました。大相撲は

スロープで移動も安心

(

(

)

)

ご連絡をお願いします。

Ｋ。介護支援に興味のある方は、ぜひ

員を募集しています。学生さんでもＯ

２１時４０分～８時４０分 の支援

春日園では早朝 ５時～８時 ・夜勤

流し込む工事をしてい

のぞみ深谷営業所

これからもホームの防災対策を強化

直線のゆるやかな

地中にコンクリートを

た。新しい業務に緊張しつつも意欲
的に取り組んでいます。

●●●●大相撲をををを観戦しました

妻沼つくし作業所
第２春日園

力作をご覧ください。
していきます。

９月１８日に、大相撲観戦と国立

です！

「毎年行きたい」と声も上がるほど、
楽しめました。

です。

たんぽぽ作業所
春日園

楽しみました。
番人気のあった品種

新たなチャレンジ
に圧倒されました。

鯉にエサをあげて
品種は麗容。過去に一

自立をめざしての
お相撲さんの大きさ
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問合せ先 ０４８ ５８３ ５４５１

担当 鯨井まで

います。それが結果として、自
分たちの技量の向上や、ステー
ジの向上につながります。
６、法人の歴史を理解する
埼玉のぞみの園の歴史を理解
して欲しい、先輩諸氏がいかに
チャレンジしてきたかを問うて
欲しいのです。法人の歩んでき
た道のりを知り、ぜひもっと好
きになってもらいたい。好きな
ら仕事も頑張れると思うのです。

●●●●中堅職員研修より

ました。

情報交換や親睦を深める事ができ

た。最終日の懇親会では、互いの

ら学ぶ機会をもってもらいまし

法人を担う職員たちに、多方面か

ープ討議を行うなど、これからの

て専門スキルを受講したり、グル

や外部から正木社労士をお迎えし

山崎理事長、楳澤所長による講義

とした職員が研修を受けました。

各事業所から主任クラスをメイン

９月２４日から２週間にわたり

ける職員たち。

埼玉のぞみの園園園園 理事長山崎がががが 伝伝伝伝えたい話話話話
福祉一般を学ぶことは、自身の
支援方法を深める事ができ、社
会的なステージアップの時でも
あります。
４、業務の目的を理解する
業務は日々流れてしまうもの
です。施設行事とは、計画表に
あるから行うのではなく、やる
意義があるから実施するのです。
目的のない行動はなく、すべて
の業務には目的があります。例
えば、入浴で職員が複数人配置
されるのは、利用者の入浴が目
的だけではなく、皮膚疾患を見
る・衣服の着脱介助が必要だか
らこその人員配置なのです。
「例
年通り」の計画は立てないでく
ださい。担当になったら、目的
に沿う、あらん限りの知恵をし
ぼり、周囲を唸らせて欲しいの
です。
５、後輩職員へ助言者となれ！
新人職員はいわば白紙の状態
です。周囲から聞こえる雑多な
情報が新人育成上、有効とはな
りません。中堅職員とは、成長
の可能性がある若者を自ら培っ
た知識や技術を駆使し、法人の
ために育てていく能力が必要で
あると、あえて述べさせてもら

真剣に講義を受

第第第第２２２２回回回回「「「「私私私私のののの求求求求める中堅職員像」」」」
１、はじめに
福祉は公益法人である…その
前提のもと、法人経営や施設運
営があります。それ故、地域の
福祉ニーズの把握やコンプライ
アンスに注目していかなければ
なりません。一方、変革してい
く社会福祉制度にも対応してい
く必要があります。これを怠る
法人は国民から信頼を得た公益
法人とはなりえないと思うので
す。そこで、法人のあるべき姿
を模索し創造すること、その原
動力たる人材は、中堅職員の理
解と熱意と頑張りに期待すると
ころであり、またその様にあっ
て欲しいものです。
２、福祉制度の理解
施設職員の陥りがちな状況と
して、自身の施設のことはわか
るが、それ以外はわからないと
いう事がかなり多い現状です。
本法人は、障害福祉サービス事
業所であり、さまざまな事業を
抱えています。資格がないとで
きない業務もありますが、
基本は「受益者は誰か」そのた
めに私たちは、どんな支援がで
きるのかを考え、制度に結びつ
けていく能力が必要ではないか
と考えています。また、制度を
知ることにより、法人や自らの
立ち位置を、外側から視点を変
えて視ることができます。
３、有資格者たれ
平成元年まで、日本には福祉
の国家資格はありませんでした。
多くの職員は、国のやるべき事
業に従事しながらも、専門職と
しての立ち位置を長い間、確保
することができませんでした。
それはまた、福祉について学ぶ
機会を失っていた事にもなりま
す。資格を得るために勉強し、

10 月 4 日
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平成２５年年年年７７７７月月月月～～～～９９９９月月月月
ごごごご 協協協協 力力力力
ありがとうございました。。。。
順不同 敬称略

深谷・まち生活サポートの会坂田正彦
北爪禎子 大澤ゆかり
島田秀雄 佐藤智浩 新井晴行
ローヤル電機㈱ 寺田洋子 小内国靖
高階大 須永眞知子 田嶋淳子

((((

))))
三遊亭楽京 久住峰子 羽賀貞雄

野本馨 鈴木綱子 新井實

▼▼▼▼寄付者名簿
真下武文 鶴谷豊治 斉藤志げ子

活動の理解につなげました。

●８月１～２日

中島美弦
斉藤堅次 髙月恒雄 ㈲大久保電気

●８月５日

・２６年度新入職員採用試験

以上８２名

・工賃向上マネージャー研修
●８月６日
・春日園改築工事 入札、
理事会、
評議員会

●８月２６日

・監査研修

●９月９日～１０日

・工賃向上マネージャー研修

●９月１７日

・春日園改築工事着工時検査

●９月２４日～１０月４日

・中堅職員研修

懇親会にて。

須賀経子 大澤晋 まきの木福祉会
八木本行雄 蓜島正宏

法人活動報告
平成２５年年年年７７７７月月月月～～～～９９９９月月月月

中堅職員研修

榎本千二

▼▼▼▼後援会ごごごご協力者
福島君江 田沼大輔 楳澤正範
長崎宏士 宮浦きよ子 増田正
大澤富士子 岡田宏子 藤野操
権田節子 保坂あや子 齊藤千穂

からも徐々にではありますが、いろいろな事

松本康男 小川正幸 堀口明美

んばろう！」という気持ちになります。これ

以上、この期間の法人の主な
取り組みのご紹介でした。
■今後の予定

利用者さんの笑顔を見ると「よし今日もが

・新春講演会

実は半分は自分で食べています。
（齊藤）

所長。

・春日園改築工事 業者契約

ッキー」が大好きです。娘に…と言いつつ、

染野文男 中村貫一 靜高園
中島徳司 金谷善二 茂木英代
加藤義父 ㈱関口商店 門馬次男
二階堂清江 原田はるみ 大屋印刷㈱
芝千代子 清水幸次 滝上正三

頑張ります！たんぽぽ作業所の「たんぽぽク

山崎勝 小口一弘 高荷明 鯨井昭二

●８月１３日

地鎮祭風景。

高橋自動車整備工場 深田幸則

●７月２日
・妻沼つくし作業所 指導監査
●７月３日
・ メンタルヘルスケア研修
●７月１７日
・深谷市立たんぽぽ作業所指導監
査
●７月２３日

●８月９日

石川豊二 真下千代 吉野教子

・春日園改築工事 起工式
に職場見学会を行いました。１３

法人だよりで旬な記事をお届けできるよう

さん達に説明をする楳澤

・職場見学会

伊藤ハツ子 小柳由美子 秋山貴信

人の参加者とマイクロバスで法人

来年３月卒業の学生さんを対象

大谷行男 関根七五三 宮田ケンジ

内の事業所を回り、実際に作業を

渡辺サユリ 新門峯子 加治修一

岡崎登 久保利夫 井上勝三

体験してもらい、授産作業や法人

【編集後記】

たんぽぽ作業所で、学生

ワークマン埼玉江南店 飯塚紫

入札風景。
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にチャレンジしていきます。(大石)

【法人本部連絡先】 〒369-1105 深谷市本田 3343 (電話) 048‐594-6511 (FAX) 048‐594-6512

(ＨＰ)http：//nozominosono.jp 埼玉のぞみの園で検索を！各事業所のブログご覧になって下さい！！

