
こんにちは。7月より信愛園の総務でお世話になっており
ます林和利です。
豊能町の自然豊かな環境の中で仕事ができることを喜んで
おります。
職員の方も良い方ばかりで、利用者の方も個性豊かな方々職員の方も良い方ばかりで、利用者の方も個性豊かな方々
で毎日楽しく仕事をさせていただいております。総務とい
う立場ではありますが、裏方でしっかりサポートさせてい
ただき、信愛園のために微力ではありますが、一生懸命頑
張っていきますので、今後ともよろしくお願いします。

８月１日付で入職しました奥田と申します。
施設でのお仕事は初めてで、まだまだ不慣れな点が多いです
が、利用者の方のお声や笑顔に日々お力を頂いております。
利用者の方に安心して過ごして頂ける様、努力していきたい
と思っております。
宜しくお願い致します。

＊信愛園通信11月号の印刷版で配布された内容に誤字がありました。
1ページ目新人紹介の
訂正前×「おくだ　ゆうこ」→訂正後○「おくだ　ひろこ」
ご本人様、閲覧された皆様に深くお詫び申し上げます。奥田　裕子

林　和利
はやし　かずとし

おくだ　　ひろこ

ポンポンを持って
応援も

たくさんのご家族、ボラ
ンティアの皆様ご協力
ありがとうございました！

美味しい屋台メニューに舌鼓

とよのんが来てくれたり皆でよさこいを踊ったり

　７月２９日、北摂信愛園の夏祭りを実施しました。最初にアイス、ジュース、
だしタコ、焼きそば、ポテト＆ナゲット、カレーの５つの模擬店を食堂で開きま
した。食堂は食べ物を取りに行きかう人で大混雑です。食べるのが大好きな利用
者の方は、一生懸命口の中に詰め込んでいました。その後、よさこいのステージ
、のせのせマーチと続き、職員も利用者の方も参加して、踊ったりリズムを取っ
たりと、楽しい時間となりました。当日は多くのご家族、ボランティアの皆さま
方にお集まりいただき、ありがとうございました。
                                                       生活支援員　隈本杜雪                                                       生活支援員　隈本杜雪

夏祭り
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＊声」で頂きましたご意見・ご感想
につきましての返答等は、家族会並
びに個々にて返させて頂いておりま
す。また、記事の内容については、
実名等伏せさせて頂いております。

声

　９月９日、豊能町立吉川中学校にて
「ふれあいのつどい」が開催され、
信愛園も出店・参加してきました。
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来てくれてありがとう
の気持ちを込めて
お見送り

東能勢中学校との交流会

　８月２９日と３１日に恒例の東能勢中学
校交流会が行われました。中学生が考えて
来てくれたレクリエーションを一緒に楽し
みました。
　最初はうまくいくだろうかと不安で緊張　最初はうまくいくだろうかと不安で緊張
していた中学生も、すぐに打ち解け、利用
者さんと上手に接してくれていました。事
前にＤＶＤなどを観て学習もされていたよ
うで、後から頂いた学級通信には、「とて
も良い体験になった」や「皆さん元気で明
るく、優しくて、私が元気をもらいました
」という言葉も頂きました。利用者の方々」という言葉も頂きました。利用者の方々
も地域の方々とのふれあいをとても楽しま
れていたので、また来年もお待ちしており
ます！                　
　　　　　　　　　　事務員　新垣真由美

8月26日には東能勢中学校の
駐車所で草抜きをさせていた
だきました！



頂いた品は、施設で大切に使わせて頂きます。ありがとうございました。

ご寄付の紹介

吉岡様、重森様、木田様からトイレットペーパ
ーのご寄付を頂きました。
他にも職員等からも多数のご寄付を頂いており
ます。

ご寄付・ご寄贈について

  ご親族・関係者各位におかれましては、平素より当法人に深いご理解と厚いご  ご親族・関係者各位におかれましては、平素より当法人に深いご理解と厚いご
協力・ご支援のほど、まことにありがとうございます。北摂信愛園では、施設の
老朽化・高齢化・支援対象者の重度化に伴い、補修工事や改築を検討しておりま
す。利用者の方々、個々の生活ペースに合わせた支援を目指していくうえで施設
の構造、必要備品を変更・拡充を考えておりますが、そのためには多くの資金を
必要としております。非常に勝手なお願いかと存じ上げてはおりますが、当法人
のご理解・ご協力をして下さる皆様にご協力願えればとの思いです。なにとぞ、
ご検討のほどよろしくお願いします。ご検討のほどよろしくお願いします。

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または郵送方お願いします。
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いない等、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

銀行振込による場合のお振込先

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

お問い合わせ・ご連絡先

  社会福祉法人北摂信愛園では、障害者福祉に関心のある皆さま、法人・団体の皆様
からの寄付金の受付を行っております。
　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
の開設資金等として、支援していただける皆様の寄付金を財源とし障害者福祉への
助けとなればと考えています。
  多くの皆様のご支援、ご援助を心からお願い申し上げます。
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希望ヶ丘夏祭り

新光風台
サマーカーニバル

ボーリング

7～9月
外出写真

　７月２４日に大掃除、９月
１１日には中掃除を行いまし
た。
　今年度は、利用者の方が主　今年度は、利用者の方が主
体に行っていただくことを目
的とし、取り組んでいます。
７月は本館外周りの清掃、各
自居室の押入れや下駄箱の整
理など、９月は本館一階部分
の外側窓・網戸、洗車などの
清掃をしました。清掃をしました。
　両日ともに、皆さん積極的
に取り組んでいただけていま
した。職員がサポートにまわ
ることにより、利用者の方か
ら「次これしようか？」「僕
ここするわ」など自発的に取
り組まれている姿もみられ、
新たな能力の発見とよりよい新たな能力の発見とよりよい
コミュニケーションにつなが
りました。
　数時間の活動でしたが、す
っかりきれいになり、その後
のお昼ご飯は格別でした♪

事務員　新垣真由美
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人権研修
　８月１７日（日）人権研修が研修委員会と虐待防止委員会主催のもと職員を対象に
行われました。
　午前と午後の２部に分かれており、１部では“さんを付けて呼ぶ”という呼称の基　午前と午後の２部に分かれており、１部では“さんを付けて呼ぶ”という呼称の基
本的な取り組みについてグループでの話合いをしました。どういった場面で呼称が崩
れてしまうのかやどんな意図や気持ちで○○さん以外の呼び方をしてしまうのかそれ
ぞれの体験や予測をしていきました。その中で、利用者自身が苗字を自分の名前だと
認識されず、緊急時に振り向かれず、下の名前を呼ぶことで本人が気が付かれたこと
があったという事例が出ました。その事例を踏まえて他の施設での取り組みが紹介さ
れました。そこでは苗字を分かっていない利用者をフルネームで呼びかけを続けてい
るそうです。慣れた頃に苗字だけで呼ぶと自分の名前だと認識できるようになったとるそうです。慣れた頃に苗字だけで呼ぶと自分の名前だと認識できるようになったと
いうことでした。今後取り入れる事も検討していきたいと思いました。
　第2部では、人権に関する事例を2つ用いて各グループで意見交換を行う時間と、グ
ループホームでの食事介助をされている模擬映像を10分ほどみて、介助している様子
で各自引っかかりを覚えることを書きだしたり、それについての感想を提出用紙に書
く時間が設けられました。事例や映像はどちらも職員本位で利用者の方の気持ちがな
いがしろにされていることから、支援にあたる時には今回の研修で感じた違和感や反
省を思い出して、利用者の方の気持ちを考慮して行動していきたいと感じる研修とな
りました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生活支援員　田口陽子

平成29年    6月  セルフチェックシート集計　　　　　　　22枚提出/対象28人
○できた、△まあまあできた、×できなかった

１、 見て見ぬふりをしない
○　　19人　、△　3人　、×　0人
２、 利用者の意思を無視して支援者のしたい支援をしない
○　　15人　、△　7人　、×　0人
３、３、 利用者が理解できない言葉で話さない
○　　16人　、△　6人　、×　0人
４、 さん付けで呼ぶ
○　　20人　、△　2人　、×　0人
５、 職場に対するストレスを持ち込まない
○　　19人　、△　3人　、×　0人
６、 月間目標
○　　20人　、△　2人　、×　0人○　　20人　、△　2人　、×　0人

セルフチェックシート集計　5月分
平成29年      5月  　セルフチェックシート集計　　　　              28枚提出/対象28人
○できた、△まあまあできた、×できなかった
１、 見て見ぬふりをしない
○　　１8人　、△　10人　、×　0人
２、 利用者の意思を無視して支援者のしたい支援をしない
○　　１3人　、△　15人　、×　0人
３、３、 利用者が理解できない言葉で話さない
○　　１8人　、△　10人　、×　0人
４、 さん付けで呼ぶ
○　　25人　、△　3人　、×　0人
５、 職場に対するストレスを持ち込まない
○　　23人　、△　5人　、×　0人
６、 月間目標
○　　24人　、△　4人　、×　0人○　　24人　、△　4人　、×　0人
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平成29年　8月　セルフチェックシート集計　　　　　　26人提出/対象29人

１、見て見ぬふりをしない　  
○　20人　、△　6人　、×　0人
２、利用者の意思を無視して
支援者のしたい支援をしない
○　19人　、△　7人　、×　0人
３、利用者が理解できない言葉で話さない３、利用者が理解できない言葉で話さない
○　18人　、△　8人　、×　0人
４、さん付けで呼ぶ    
○　22人　、△　4人　、×　0人
５、職場に対するストレスを支援に持ち込まない 
○　20人　、△　6人　、×　0人
６、月間目標
○　19人　、△　5人　、×　2人○　19人　、△　5人　、×　2人

平成29年　7月　セルフチェックシート集計　　　　　　28人提出/対象28人

１、見て見ぬふりをしない　  
○　20人　、△　8人　、×　0人
２、利用者の意思を無視して
支援者のしたい支援をしない
○　20人　、△　11人　、×　0人
３、利用者が理解できない言葉で話さない３、利用者が理解できない言葉で話さない
○　19人　、△　9人　、×　0人
４、さん付けで呼ぶ    
○　26人　、△　2人　、×　0人
５、職場に対するストレスを支援に持ち込まない 
○　24人　、△　4人　、×　0人
６、月間目標
○　23人　、△　5人　、×　0人○　23人　、△　5人　、×　0人

平成29年    9月  セルフチェックシート集計　　　　　31枚提出/対象31人

１、 見て見ぬふりをしない
○　　26人　、△　5人　、×　0人
２、 利用者の意思を無視して支援者のしたい支援をしない
○　　18人　、△　13人　、×　0人
３、 利用者が理解できない言葉で話さない
○　　24人　、△　7人　、×　0人○　　24人　、△　7人　、×　0人
４、 さん付けで呼ぶ
○　　27人　、△　4人　、×　0人
５、 職場に対するストレスを持ち込まない
○　　26人　、△　4人　、×　1人
６、 月間目標
○　　21人　、△　8人　、×　2人



9月15日に栗拾いのお手伝い
をさせていただきました！

沢山収穫することが
出来ました。

　さぁ今年もウイルスが稼働する季節がやってきまし
た。ウイルス感染で重篤とされているのがインフルエ
ンザ・ノロウイルスですが、一般的な風邪もウイルス
感染によるものとされています。体調を崩し病院を受
診し抗生物質を処方されることもあると思いますが、
ウイルスに抗生物質は効きません。抗生物質は細菌に
有効とされています。

　ウイルスは人の細胞に寄生し増殖します。特に鼻、喉が
発生しやすく、そのためウイルスを予防する手段として　
「手洗い、うがい、マスク」の着用はかなりの効果があり
ます。また、人混みを避けたり、免疫力を上げる生活習慣
を心掛け、ウイルス感染を予防し忙しい年末を乗り切り、
笑顔で新年を迎えましょう！！　

看護主任　中嶋友紀子

大阪府福祉部障がい福祉室生活基盤推進課　　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）

電話 ０７０－５６６８－６１１５
メールアドレス　ｄａｉ３－ａｒａｋｉ＠ｗｉｌｌｃｏｍ．ｃｏｍ
相談・苦情受付　対応時間：月～金（祝日は除く）９：００～１７：００

荒木啓元（あらき　ひろもと）さん

電話 ０７２－７３８－６４３７中　繁樹（なか　しげき）さん

山下堅司（やました　かたし）さん

メールアドレス　ｈａｓｈｉｍｏｔｏ－ｋｅｎｊｉ＠ｌｅｔｏ．ｅｏｎｅｔ．ｎｅ．ｊｐ
電話・Ｆａｘ ０７２－７３９－２８９９橋本謙司（はしもと　けんじ）さん

北摂信愛園第三者委員

北摂信愛園では、利用している皆様に対して、適切な支援を行なうよう、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な
ることがありましたら、施設職員または下記までご連絡ください。

保護者の皆様
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