
　2月2日に節分の豆まきを行いま
した。今年もフロア毎での実施と
なりました。
　大喜びで駆け寄ってきて、準備　大喜びで駆け寄ってきて、準備
を手伝って下さる利用者さん。少
し離れた所から様子をうかがって
いる利用者の方。「鬼は～外～！
福は～内～！！」と大きな声で力
いっぱい豆を投げる利用者の方。
「きゃ～怖いっ」と言いながら、
しっかり鬼に目がけて豆を投げ、しっかり鬼に目がけて豆を投げ、
投げ終わると居室に走って帰る利
用者の方。みんなの投げた豆を拾
い集めてくれる利用者の方。様々
な反応があり、普段見られない利
用者の方々の一面を垣間見ること
ができました。
　利用者の方々が今年も元気に過
ごせますように。
　

生活支援員　朝山 ひとみ

１２月より支援員としてお世話になっています、山本正
樹です。
実務者研修の資格をとり、北摂信愛園に入職しました。
施設での仕事も生活支援員の仕事も全て初めてですので
、緊張の毎日ですが、
他の職員の方や、ご利用者の方に良くしていただき、日
々頑張れています。
その分、北摂信愛園とそのご利用者の方に、少しでもおその分、北摂信愛園とそのご利用者の方に、少しでもお
力になれるように努力して
いきたいと思いますので、よろしくお願いします。

新人紹介

山本　正樹
やまもと　まさき

第７号

広報誌
3月1日号

平成30年(2018年)

発行者／社会福祉法人　北摂信愛園
〒563-0217
大阪府豊能郡豊能町川尻72-5

TEL：072-739-0456
FAX：072-739-0457

[ホームページ]
http://hokusetsu-shinaien.or.jp/



信愛園通信 平成30年
（2018年） ３/1３/1

　2017年12月17日、クリスマス会を開催いたしました。昨年同様、午前中は施設内での模擬店
、午後はボランティアの方による舞台発表がありました。事前の装飾から積極的に手伝って下
さった利用者の方々。早く飾りたいと毎日訴える方もいらっしゃいました。模擬店は、毎年同様
地域の方にお手伝いをいただき、６種類の食事を提供しました。ほとんどの利用者様が、ペロ
リと全て食べ終えてしまいました。みんな事前に何とかメニューの情報を得ようと、職員は質問
攻めに遭っていました。午後の舞台発表では、最近では恒例となった関西電力ジャズバンドの
演奏に皆さんノリノリ。地域の方の手品もあり、消えた鳩の行方を一生懸命探していました。当
日はたくさんのご家族様、地域の皆様、ボランティアの皆様にご協力いただきました。本当にあ日はたくさんのご家族様、地域の皆様、ボランティアの皆様にご協力いただきました。本当にあ
りがとうございました。
　

生活支援員　隈本杜雪

クリスマス会





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

将栄モータース様からタオル。
小嶋冨久乃様から切手。吉岡敬三様、重森様、木田様の連名
で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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・北摂信愛園保護者会の皆様　金一封
・守屋　誠    様            金一封
・吉岡　邦夫  様            金一封
・森田　英樹  様            金一封      
・寺内　喜代子様           金一封
・松田　慶子  様            金一封
・山下　堅司・山下　堅司  様            金一封
・峰　朋子    様            金一封
・上原　淳子  様            金一封

・中村　清子  様         金一封
・山根　靖子  様         金一封
・藤田　美鈴  様         金一封
・小嶋　冨久乃様        金一封
・松本　典子  様         金一封
・モトハラ　ヒロミ様     金一封
・青田　光悦・青田　光悦  様         金一封
・武田　広也  様         金一封
・栗本　隆司  様         金一封
・有限会社　将栄モータース　様
                                金一封匿名希望でのご寄付も多数ありました。

皆様の真心のご支援、誠にありがとうございました。
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ご寄付の紹介

今年度、行事、旧館の撤去、ならびにエアコンの修理に際して多数の寄付
金が寄せられました。
感謝の意も込めて、ここで紹介させていただきます。

１０月上旬より、本館エアコンの全
面新規入れ替えと、旧館の撤去
工事を行いました。エアコンは１4
年以上使用していた為たびたび
故障が続き、限界をむかえていま
した。旧館の方も、老朽化が進み
少しずつ外壁がはがれるなど、す
ぐ隣に利用者の日中活動棟もありぐ隣に利用者の日中活動棟もあり
危険な状態も予測されました。ど
ちらも手続きには少し手間取りま
したが、同時進行で工事を始める
ことになりました。工事中は空調
管理ができない、騒音問題など利
用者の方たちにもご迷惑をお掛け
しましたが、なんとかひと月ほどでしましたが、なんとかひと月ほどで
無事完了しこの冬を迎えることが
できました。旧館撤去後は一部を
畑として利用するように考えて準
備を進めているところです。

 １１/２０に中掃除、１２/１３には年末大掃除
をしました。
 中掃除では主に本館外回りを、大掃除では
本館内の掃除を行いました。肌寒い中、利用
者の方々は張り切って取り組んでくださいまし
た。

事務員　新垣真由美

着工の様子
様子２ 様子３

更地になった様子



セルフチェックシート集計結果

平成29年　11月　セルフチェックシート集計　　　　　　26人提出/対象28人

１、見て見ぬふりをしない　  
○　21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
○　16人　、△　9人　、×　1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
○　20人　、△　6人　、×　0人
４、さん付けで呼ぶ    
○　23人　、△　3人　、×　0人
５、職場に対するストレスを支援に持ち込まない 
○　22人　、△　4人　、×　0人
６、月間目標
○　18人　、△　7人　、×　1人○　18人　、△　7人　、×　1人

平成29年    12月  セルフチェックシート集計　　　　　30枚提出/対象30人

１、 見て見ぬふりをしない
○　　27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
○　　17人　、△　13人　、×　0人
３、 利用者が理解できない言葉で話さない
○　　23人　、△　7人　、×　0人○　　23人　、△　7人　、×　0人
４、 さん付けで呼ぶ
○　　26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　、×　0人
６、 月間目標
○　　24人　、△　6人　、×　0人
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２月誕生者のお祝い

還暦の祝い

平成30年　1月　セルフチェックシート集計　　　　　　32人提出/対象33人

１、見て見ぬふりをしない　  
○　27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　、△　14人　、×　0人
３３、利用者が理解できない言葉で話さない
○　23人　、△　9人　、×　0人
４、さん付けで呼ぶ    
○　28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 
○　27人　、△　5人　、×　0人
６、月間目標
○　26人○　26人　、△　6人　、×　0人
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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

　北摂信愛園では、余暇時間の充実に向けてボランティアの方を募集しております。
　例えば、利用者の方と一緒に会話や遊びをしていただける方やコーラス、音楽の演
奏、マジック、紙芝居などを披露していただける方を募集しております。
　他にも入浴時に髪を乾かすお手伝いのような生活支援に関わることや、散歩に参
加するなど上記以外のボランティアも「こんなことが出来るよ」とぜひご相談ください。
　お問い合わせは下記連絡先まで。
　　

                          お問い合わせ
　指定障害者支援施設　　北摂信愛園

〒563-0217　大阪府豊能郡豊能町川尻72-5
 TEL：072-739-0456　 FAX：072-739-0457 

行事担当もしくは、支援部長まで
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