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給湯ボイラー 

電 話 機 

食堂イス 

法人設立50周年記念事業の一環として様々な

ことに取り組んでいます。その一つとして、信愛

園の入口にある看板が新しくなりました。サイズ

が大きくなり、横書きでロゴマークも入りわかりや

すくなりました。また、日中活動棟へ続く急こう配

の坂道に、安全対策として手すりを設置しました。

職員の手づくりです(^o^) 

本館に移り 15年が経ち、色々なものが老朽化

してきています。将来へ向けての財源確保は急務

ですが、必要なものに関しては出来るところから

順次入替を行っているところです。これからも利

用者さんに気持ちよく安全に生活していただける

よう、検討して取り組んでまいります。 

手 す り 

TEL:072‐739‐0456
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よっちょれさんと一緒に「どっこいしょ♪どっこいしょ♪」 
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外での活動が気持ち良

い季節になりました！ 

大切なのはコミュニケー

ションです。 

うまいでしょ！ 

ホウレンソウは

失敗か… 

夏祭りでは、前回より楽しんで頂けたらとの想いで、いろいろと試行錯誤しながら、行事委

員会で意見を出し合い、準備を進めて参りました。ミニゲームの出店では、キン肉マンのキャ

ラクターを取り入れたアトラクションや、貝殻落とし等、利用者の皆さんに楽しんで頂けるよ

う工夫を凝らしました。今回は 2階の利用者さんも楽しめるよう、2階でも楽しいアトラクシ

ョンを用意させて頂きました。飾り付けでは手形花火を中心に、利用者さんと一緒に作成した

飾りを食堂一面に飾らせて頂き、職員と、利用者さん方の協力を得て行事を作り上げて参りま

した。当日、利用者さんたちが、よっちょれさんと一緒に楽しく踊っておられる姿や、ミニゲ

ームに熱心に取り組まれている姿を見ていて私自身嬉しい気持ちで一杯になり、この行事に携

わらせて頂いた事に心の底から感謝させて頂きました。 

これからも、利用者さんが笑って楽しめる行事を企画して行きたいと思います。 

夏祭り担当 支援部 内田重義 
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委員会では施設内で起こった様々な事故、ヒヤリハットを分析し、 

改善を行い職員全体に周知する活動をしています。 

事故と申しても、施設内の設備に故障個所を見つけた案件もあれば、 

転倒し打撲されるといった案件もあります。また、服薬後の薬が落ちているのを発見するの

も事故報告としています。 

委員会では「落薬ゼロ」を今年度の目標に掲げて参りましたが、早くも数件の落薬事案が

発生しているため啓発活動にも取り組んでおります。 

ヒヤリハットとは、業務中に職員が「ひやり」とした事案を報告するようにしております。 

この「ひやり」とした事案については、発生時にトランシーバーを用いて職員に周知する

ことで情報共有を速やかに行うようにも取組んでおります。事故報告についても同様です。 

今後も皆さまの大切な御家族に安心して安全に暮らして頂ける施設作りに貢献できるよ

う、委員会一丸となって活動して参ります。 

委員長 中嶋政樹 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活気ある利用者さんから、いつも元気をもらっています！ 

江後 祐子 
 

生活支援員 

 

職 えご   さちこ

 

 ハキハキとしたよく通る声で、いつも明るく利用者さんと向き合っている江

後さん。信愛園に来る前は高齢者の施設で長く勤めており、経験豊富で頼れる

存在です。 

 「信愛園に面接に来たときに、利用者さんが対応して下さいました。どの利

用者さんも元気に挨拶してくれたり、積極的に話しかけてくれました。」「信

愛園も高齢化が進んで今は簡素化されていますが、数年前までの夏祭りで、み

んなでやぐらを囲んで盆踊りをしたり、びしょ濡れになって鮎掴みをしていた

方のことをよく覚えています。」と思い出を話して下さいました。 

「はじめて来た時から、とても活気がある雰囲気だな、という印象が強いで

す。私も利用者さんの笑顔と言葉に日々元気をもらっています。そう難しい事

は考えていないけれど、利用者さんが健やかで楽しい生活を送れるよう少しで

もお手伝いしたいです。」と話す江後さんは、、、やっぱり今日も元気です！ 
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取り組みの様子 

自立課題について 

北摂信愛園では、日中活動で自立課題に取り組む活動をしてい

ます。自立課題とは構造化された環境で利用者 1 人ひとりが支援

員に頼らず自分の得意な能力を活かして最初から最後まで自分の

力で楽しく取り組める事ができ「一人でもできるんだ！」という

達成感と成功体験を積み重ねていく事で自信を育てる事を目的と

しています。また、構造化された環境で取り組む事で時間の見通

しが付き、視覚や音などの苦手な刺激を調整することにより周囲

への注意が減り集中して課題へ取り組む事が出来るようになって

います。 

個別の評価、再構造化を重ねながら豊かな生活が送れるよう普

段の生活にも活かしていきたいと思っています。 

たれビン 

キャップ付け

けけ 

洗濯ばさみ 

付け 

数字マッチング 

入職・退職あいさつ 

新入職員 

 向城信弘さん 

退職職員 

 福 明子さん 

皆様こんにちは、向城信弘

です。かつて信愛園に居たの

ですが、覚えている方はいら

っしゃるでしょうか？この

度縁あって信愛園に戻らせ

ていただきました。 

色々とご迷惑をおかけし

ますが、利用者さんに寄り添

った支援をして行きたいと

思いますので、よろしくお願

いします。 

長年お世話になりあり

がとうございました。 

つらいことやしんどい

こともありましたが、皆様

に支えられてここまでや

ってこられました。 

 皆様の笑顔に包まれて

楽しく仕事ができました。

本当に、ありがとうござい

ました。 
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個人外出１ 希望ヶ丘夏祭り 

元気クラブ（高山） 

草引きボランティア 

個人外出２ 

外部ボランティア 
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七  

天井には短冊がズラリ 

利用者さん全員が思い思いに書いた短冊と、生産班の皆さんが飾りつけした笹飾りで、七

夕の雰囲気に包まれた信愛園。 

「たなばたさま」の歌を歌い、星形のカップに入ったゼリーを食べました。皆さん頑張っ

て歌の練習を行っていたので、当日も良い歌声が園内に響いていました。信愛園全体でつく

りあげた、ささやかながらも楽しいひとときでした。       支援部 海老原まゆみ 

美味しいデザート！ 

願い事は何かな？ 

みんなの願いを飾り付け！ 

夕
 

 

足取りも軽くなります！ 

昨年に引き続き、今年も地域のイベント『森のフェスティバル』に参加させていただき

ました。 

 今年もジュース、防災グッズの販売に加え、生産班の利用者さん中心に育てたカブトム

シの販売も行いました。数は 8セットと少なめですが、完売することができました。 

 最初は初めての事で緊張されていた利用者さんでしたが、徐々に緊張もほぐれ、ジュー

スを購入していただいた方に「ありがとうございます」と笑顔で対応されていたのが印象

的でした。 

 施設では見られない利用者さんの一面を見ることができ、また地域の方々と交流を持つ

機会にもなり、参加させていただいて良かったと感じました。    医務 中嶋友紀子 
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寄付紹介 
 

ご寄付・ご寄贈の流れ 

申込用紙（寄付申込書）をホームページにて、印刷の

うえご記入いただき、社会福祉法人 北摂信愛園へ、

FAX または郵送をお願いします。 

寄付金：①個人 1,000 円以上 

②法人 10,000 円以上 

＊インターネットの環境が整っておられない等、ホーム

ページからの印刷ができない場合は下記の問い合わせ

先にご連絡ください。 

銀行振込による場合のお振込先 

 銀行名 池田泉州銀行 

（銀行コード ０１６１） 

支店名 池田駅前支店 

   （支店コード １０４） 

口座種別 普通預金 

口座番号 １２８３２８２ 

口座名義 社会福祉法人 北摂信愛園 

お問い合わせ・ご連絡先 

社会福祉法人 北摂信愛園 事務局 担当 櫻井 迄 

〒563-0217 大阪府豊能郡豊能町川尻 72-5 

TEL：072-739-0456  FAX：072-739-0457 

社会福祉法人北摂信愛園では、障がい福祉に

関心のある皆さま、法人・団体の皆さまからの

寄付金の受付を行なっております。 

 当法人による、社会福祉事業は国・地方自治

体からの運営費によって実施されますが、加え

て、法人・施設の更なる充実、利用者への処遇

の向上及び新たなる施設の開設資金として、支

援していただける皆さまの寄付金を財源とし障

害福祉への助けとなればと考えています。 

 多くの皆さまのご支援、ご援助を心からお願

い申し上げます。 

寄贈金 

寺澤洋子 様   500,000 円 

  （法人設立５０周年事業のため） 

 寺内喜代子様     5,000 円 

  （施設の行事のため） 

温かいご支援、ありがとうございました。 

大切に使わせていただきます。 

保護者の皆さま 

北摂信愛園では、利用している皆さまに対して、適切な支援を行うよう、スタッフ一同十分に留意しなが

ら、日々の業務に努めております。もし、北摂信愛園の支援について、虐待の疑いなど何か気にかかること

がありましたら、施設職員または第三者委員、下記連絡先までご連絡ください。 

 北摂信愛園第三者委員 

 荒木 啓元（あらき ひろもと）さん   電話 ０７０－５６６８－６１１５ 

  メールアドレス  dai3.araki@gmail.com 

    相談・苦情受付 対応時間：月～金（祝日は除く）９:００～17：00 

 山下 堅司（やました かたし）さん   電話 ０７２－７３９－１６７０ 

 中 繁樹（なか しげき）さん      電話 ０７２－７３８－６４３７ 

橋本 謙司（はしもと けんじ）さん 電話・FAX ０７２－７３９－２８９９              

メールアドレス  hashimoto-kenji@leto.eonet.ne.jp 

大阪府福祉部障がい福祉生活基盤推進課  電話 ０６－６９４４－２２９５ 
福祉サービス苦情解決委員会（大阪府社会福祉協議会運営適正化委員会） 

  

編集後記 

夕方の風が心地良い季節になり、秋の訪れも近づいて来ました。この夏は七夕、夏祭り

の行事や元気クラブでの外出、地域のお祭りや森のフェスティバルといった地域とのコミ

ュニケーションの場にも参加して頂きました。今後も、利用者さんの良き思い出を少しで

も多く残して頂けるように、職員一同取り組んでまいります。           Ｍ 
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