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　地域交流として、希望ヶ丘の夏祭りに参加してき
ました。女性班と男性班に分かれ、各コーナーを回
りました。小谷さんはいろんな出店に興味を持ち、
足を止め、輪投げやスーパーボールすくい、射的と
いったゲームを楽しんでおられました。高山さんは
食べるのが好きだったようで、各飲食物コーナーに
行っては注文して美味しく食べておられました。
光風台の夏祭りは台風接近の影響で順延となってし光風台の夏祭りは台風接近の影響で順延となってし
まい、参加できませんでした。
                       生活支援員　澤田健次郎

　７月１日に同じ町内の社会福祉法人豊悠福祉
会　祥雲館主催の「森のフェスティバル」に参
加させて頂きました！
　会場は駐車場・館内を使用してステージや物　会場は駐車場・館内を使用してステージや物
販コーナーがあり、老若男女問わず参加されて
おり、暑い日差しと同じくらい活気と熱気で賑
わっていました。ステージでは豊能町内で活躍
されている若者たちによるバンド演奏や、ダン
スなどが披露されて、観客席からも温かい声援
が送られていました。また、小さなお子さんを
対象に水風船バトルも行われました。物販コー対象に水風船バトルも行われました。物販コー
ナーではフリーマーケット、ビーズやガラスな
どのハンドメイドグッズ、取れたて野菜にアイ
スクリームやコーヒーその他にも多数の売店が
ありました。
　北摂信愛園はジュースとパラコードでつくっ
たペットボトルホルダー等の販売をしました。
（パラコードはパラシュートに使用される紐で
非常に頑丈です。）
　参加したご利用者様２名にもジュースの販売　参加したご利用者様２名にもジュースの販売
を手伝っていただきました。最初は戸惑ってい
る様でしたが、氷水で冷やしたペットボトルの
拭きとりをお願いすると丁寧に拭きとって下さ
り、だんだん慣れて来ると「ありがとう」の言
葉と一緒に購入者にボトルを渡してくれるよう
になりました。交代しながら売店を見ましたが
、すぐにスペースに帰って来られて販売をもり、すぐにスペースに帰って来られて販売をもり
あげてくれました。たくさんジュースも売れて
最後は満面の笑みで終える事ができました。

生活支援員　田口陽子
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チェンバロとリコーダーによる演奏を
聞かせていただきました。
演奏後はチェンバロを実際に触らせて
頂くこともでき、ピアノとは違う音色に
興味深々な様子でした。

7月調理実習

ボランティアによる
チェンバロの演奏

ボランティア募集中
　北摂信愛園では、余暇の充実に向けて
　ボランティアの方を募集しています。
　皆様のご協力を心よりお待ちしております。
　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　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
　余暇支援担当　今川　まで

館内清掃

側溝清掃

夏の日差しが強い中、
頑張って清掃活動をし
てくれました。

6月・7月の
活動写真
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西日本豪雨の募金活動を行いました

「良い」支援を求めて・・・

東能勢中学校との交流会

　今年度からはじまった信愛園の畑。生産班の皆
さんを中心に、ほぼ毎日夏野菜の収穫ができてい
ます。利用者も積極的で「今日は水やりはやらな
いの？」と気にして下さる方もいます。
　採れたてのトマト・なす・きゅうり等を、ご家　採れたてのトマト・なす・きゅうり等を、ご家
族様に販売させていただくと、見事に完売でした
。手探りの作業ですが、利用者と今後も楽しい畑
をつくっていきたいと考えています。

　７/２７にときわ壱番地商店会のご協
力の下、阪急オアシスふれあい広場で、
西日本豪雨災害に関する義援金の募金活
動を行いました。当日は利用者３名・職
員５名で活動しました。地域の方々・職
員・御家族の皆様からのご支援により、
募金額は総額２８，１７７円となりまし
た。皆さまのご支援は豊能町社会福祉協た。皆さまのご支援は豊能町社会福祉協
議会を通じて共同募金会より被災地に届
けられます。皆様、ご協力ありがとうご
ざいました。

 ８月２９日東能勢中学校との交
流会を行いました！
今年も利用者の方々と楽しめるよ
うに様々なアトラクションを考え
、準備してくださり、利用者の皆
さんは生き生きと参加されていま
した。

採れたて！信愛園やさい
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　北摂信愛園の権利擁護委員会では、７月より全支援員に対し
「今月の良い支援者は誰か」というアンケートを実施していま
す。お互いの良い支援を共有することで、利用者に対し、
「より良い支援」ができるように取り組んでいます。
　最初となった７月のアンケートでは、多くの支援員の名前が
挙がりました。名前が挙がった職員は、ご利用者様への、きめ
細かい対応と、丁寧な言葉づかいが評価されています。
　最も名前が挙がった支援員は「この仕事の難しさは感じてい　最も名前が挙がった支援員は「この仕事の難しさは感じてい
るが、やりがいのある仕事だと感じています。そこに居るのが
当たり前の存在、信愛園に３０年居られる支援員を目指したい
です」と、今後の目標を語って下さいました。



新職員あいさつ

吉岡智之氏退所のお知らせ
　利用者、吉岡智之さんが７月２２日付けで退所されました。吉岡さんは、新館完成と
同時に入所され、１５年間過ごしてこられました。作業場では先頭に立って作業にあた
られ、行事や清掃活動などにも積極的に参加されるなど、頼もしい存在でした。退所後
はグループホームへ移られ、また新たな生活を送っていらっしゃいます。

智之さん、ありがとうございました！

 ６月より、松﨑吉考さんが支援員として入職しましたのでご挨拶させていただきます
。どうぞよろしくお願いします。

　6月末より勤務させていただいております松﨑　
吉考（まつざき　よしたか）と申します。前職の
飲食店勤務での経験を活かし、利用者の思いに寄
り添った支援を日々心がけてまいります。まだ日
は浅いですが、利用者の皆様がそれぞれの形でコ
ミュニケーションを図って下さり、会話を楽しま
せていただく事もあります。今後は利用者の皆様
へ穏やかな日々と楽しみをさらに生み出していけへ穏やかな日々と楽しみをさらに生み出していけ
るよう精進してまいります。

松﨑 吉考 支援員
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新聞や本を読んだり、
ゲームを楽しんだりさ
れています。

午前中の日中活動では現
在2名の利用者がそれぞ
れ自立課題に取り組まれ
ています。取り組むべき
課題をそれぞれのスペー
スに分かりやすく提示す
る事で集中して課題に取
組むことができています。組むことができています。

活動時間の様子

余暇の様子
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７月４日、２階男性娯楽
室内に備え付けの仕切
り付きスペースを新しく
設置しました。自立課題
を行ったり、余暇で使用
したり、様々な使い方を
考えています。

2F男性娯楽室内

館内を改装いたしました
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セルフチェックシート集計結果

北摂信愛園では、虐待防止の取り組みとしてセルフチェックシートを毎月行っ
ています。職員自身が前月の行動を振り返って項目の確認をし、虐待を起こさ
ないという意識を保ち続けています。

平成30年　6月　セルフチェックシート集計　　　　　　25人提出

１、見て見ぬふりをしない　  
○　22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
○　14人　、△　13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
○　17人　、△　10人　、×　0人
４、さん付けで呼ぶ    
○　21人　、△　6人　、×　0人
５、職場に対するストレスを支援に持ち込まない 
○　21人　、△　6人　、×　0人
６、月間目標
○　23人　、△　4人　、×　1人○　23人　、△　4人　、×　1人

平成30年　7月　セルフチェックシート集計　　　　　　29人提出

１、見て見ぬふりをしない　  
○　22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
○　16人　、△　11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
○　22人　、△　6人　、×　0人
４、さん付けで呼ぶ    
○　24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 
○　22人　、△　4人　、×　0人
６、月間目標
○　23人　、△　4人　、×　2人○　23人　、△　4人　、×　2人

災害への備え
　先の大阪北部地震・平成30年7月豪雨の被害に遭われた方々におかれましては、心よ
りお見舞い申し上げます。私ども北摂信愛園では、幸いな事に大きな被害はありません
でしたが、これを機に様々な災害対策に取り組む事と致しました。それに伴い施設と致
しましては、備蓄品の補充。自然災害を想定した避難訓練の強化実施。災害マニュアル
の再度見直しと職員連絡網（方法）の見直し等に順次取り組んでおります。また、利用
者の方々におかれましては、個別での防災リュックの購入をお願いしております。
　南海トラフ地震は３０年以内に７０～８０％の確率で起きると言われております。い　南海トラフ地震は３０年以内に７０～８０％の確率で起きると言われております。い
つ、どこで、何が起きても慌てず対応できるよう、普段からの備えをしっかり行うこと
が大切だと考えておりますので、関係各位の皆様におかれましても、より一層のご理解
とご協力を当施設に賜りますよう宜しくお願い致します。



お詫び
前年度11月発行、今年度7月発行の広報
誌の号数の表記に誤りがありました。深く
お詫び申し上げます。
誤：11月→vol.7、7月→vol.7
正：11月→vol.6、7月→vol.8

編集後記
酷暑、地震、豪雨、台風といった自然災害が続いておりますが、備蓄物
資の確認、緊急時マニュアルの確認といったことはもう御済みでしょう
か？自然のことなので、いつおこるか予想が付きません。いざという時
に備え、今一度気を引き締めて行きましょう!

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

寄付紹介
  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＊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。

ご寄付・ご寄贈の流れ

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
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