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　木々の緑の中に春の息吹を感じる季節になりました。静から躍動へと新しい年度の幕開けです。
　今年度も利用者の皆様が健康で安全、安心の中で生活をする事ができ、職員は「その人らしく生きる」
をお手伝いしつつ共に喜びや生きがいを感じながら支援してまいります。
　昨年も感染症（インフルエンザ）には悩まされました。感染対策委員会を中心に利用者・職員の健
康管理に注意を払い、感染症マニュアルを基本として利用者支援、環境整備等に力を注ぎました。お
かげ様で大事にならず、皆様が元気に過ごすことが出来ました事は一番の喜びでした。これからも油
断しないで、衛生管理等に努めてまいります。
　今年度の運営方針は「障害者総合支援法」を遵守し、利用者の皆様が日中活動、休日において毎日
が生き生きと楽しく暮らせるように、質の高いサービスを提供してまいります。第三者評価機関・オ
ンブズマンの提言、助言を取り入れながらひばり野園の生活に満足出来るように、皆様を理解し、認
め合い、受け止めながら、人権を尊重することにより新しい発見と気づきがある事を踏まえ、日々自
己研鑚に努めてまいります。
　ひばり野園交流ホーム「ひばりの子」・「やすらぎ」に於いて、地域の皆様の様々な相談業務、日中
一時支援、生活介護等多岐にわたる業務も力を注いでまいります。地域との交流を図る夏祭り、園祭
にも利用者の希望を取り入れ、充実感のある各種行事を企画し、職員同士の協力の輪が今年度も大き
く花開き、利用者の皆様との信頼が深まる「つながる支援」を目指して行きます。
　福祉とは人が幸せになる事だと言われております。職員は初心を忘れず、自分自身の仕事に生きが
いと喜びを感じながら過ごすことができれば利用者の皆様方に笑顔があふれる事でしょう。
　今年度も、ご家族、地域の皆様、関係機関の皆様のご理解と温かいご支援、ご協力を賜りますよう、
心からお願い申し上げます。

新年度を迎えて 　－つながる支援の中で－
施設長　佐　藤　峰　子　

年間行事

 ４月２５日（木） 観桜会
 ５月２３日（木） 園内レクリエーション大会
 ７月２５日（木） 夏祭り
 １０月２７日（日） ひばり野園祭
 １２月１９日（木） クリスマス会
 ２月　４日（火） 節分
 ３月　３日（火） ひな祭り

理事・監事
理 事 長 髙　橋　武太郎
理　　事 沼　澤　雄　二
業務執行理事 佐　藤　峰　子
理　　事 齋　藤　良　雄
理　　事 木　村　勝太郎
理　　事 斎　藤　恒　治
理　　事 藤　原　貢太郎
監　　事 東海林　　　久
監　　事 長谷山　洋　文
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このページは

私たちも参加して作りました

小笠原章子 さん
おがさわら あきこ あおき　めぐみ

青木芽久実 さん
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園祭の司会ができて楽し
かったです。  後藤正子さん

加湿タオルの交換を頑張り
ました。 岩井強子さん

自治会売店はいつも大盛況！
次回の開催が待ち遠しいです。

必要な物のアンケートを取りながら、皆さんの役に立つ売店を目指します。

今年もサンタさん役を頑張り
ました。来年もみんなに笑顔
を届けます。中村孝昭さん

　行事で沢山のお仕事を頼まれるた
び張り切ってしまいます。来年はもっ
と沢山のお仕事を頑張りたいです。

谷本世津子さん

1年間を振り返って
楽しかったこと、頑張ったこと

ないようです。秋田のご家族ならではの問題とし
て、親が高齢になったために免許証の返納を勧め
られているが、障害者のお子さんの施設へ送り迎
えが出来ないとの理由で返納は出来ない旨のお話
がありました。都外施設からの出席は、ひばり野
園だけでしたが他の施設の皆様方と様々な話の中
で、参考になる事や元気づけられる言葉があり参
加して良かったと思いました。
　もうひとつ、家族会主催の新年会の報告をさせ
ていただきます。
　2月 17 日 ( 日 ) 新年会を開き、ひばり野園か
ら髙橋理事長、施設長の参加を得て、家族会員の
皆さんと一緒に園の報告等を頂きながら楽しい時
間を過ごす事が出来て良かったと思います。今年
も家族会では園の行事等に参加し、健康に留意し
て皆さんと一緒に情報を共有しながら過ごしてま
いりましょう。

　今年も早4月。新年度を迎えました。
　役員会では、秋田又は東京で開催される知的障害
者の家族を対象とする勉強会に参加しております。
　今回は、12月 11日～ 12日に秋田で行われた
勉強会について報告致します。
　秋田の手をつなぐ親の会主催でテーマは、「親亡
き後心配な事」施設職員・市職員・障害者の家族を
数名でグループ分けして話し合いがもたれました。
　手をつなぐ親の会の構成は、在宅の方のご家族
が多いので悩み事の大部分に親亡き後施設に入居
できるのか。いくらぐらい財産を残せばやってい
けるのか等の話が出ました。秋田ではすでに多く
の施設があるので今後積極的に施設を増やす話は

こんにちは
　家族会です

総　会（障害者福祉会館） 5月 26日 ( 日 )
懇親会（食事会又はバス旅行） 9月 1週目か2週目（土日）予定
園祭前日秋田視察旅行（両関見学） 10月 26日 ( 土 ) 予定
園　祭（バザー） 10月 27日 ( 日 ) 予定

すでに決まっている
家族会行事



広報 ひばり 4

楽しみにしていた
プレゼント！
中身は何でしょう？

クリスマス会にぴったりな
素敵な装いですね！
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企画者もホッと報われる
笑みでした。

お。カメラに
気付きましたね？！

やっぱりケーキは嬉しい
ですよね！



New Face!

掲示板

※広報ひばりに関するご意見ご感想は広報委員会まで。次回 76 号は 2019 年 8 月 1 日発行予定       印刷所  ㈱アイ・クリエイト

編集
後記

※本広報は、本人同意の基に写真を掲載しております。

　広報ひばりもフルカラーとなり 1年、利用者の皆様の輝きが少しでも多く届いていれば幸
いです。作業や行事などの姿はもちろんですが、生活のふとした場面で見せる何気ない表情
にも利用者の皆様の日常を感じてもらえたら嬉しいです。広報編集委員　藤原チセ子

　平成30年12月10日より当園
を利用されています。当初は、緊張
と不安でいっぱいでしたが、少しず
つこちらの生活にも慣れて、最近は
大きな口を開けて笑う姿も増えてき
ました。漢字を書いたり読んだりす
ることが好きで、色々と物知りだっ
たり、ウォーキングの時間に他利用
者の手を引いて一緒に歩く優しい一
面も見られます。園での生活を楽し
いものにすることが出来るよう、皆
さんよろしくお願いします。
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新入所者紹介

善　意
＜寄贈＞
・鈴　木　治　憲 様　（野菜）

＜退園＞
　山　下　優　渡 さん

平成31年1月で退園されました。

ありがとうございました。

・施設長補佐、総務課長 篠木　　肇
・支 援 課 長 高橋　　博
・支　援　員 仙道　玲子
・支　援　員 菊地真理子

お疲れ様でした。

退職者

＜虐待防止＞
　毎年行っていますが、
この研修を通してもう一
度深く考え、虐待事案が
ないように取り組んでい
きたいと思います。
　事例検討では、原因
をみんなで話し合いま
した。

＜ビデオ研修＞

研修報告

　家族会より頂いたビ
デオ (夢について )を
鑑賞し、これからの自
分の、福祉の夢につい
て語り合いました。

チョコ
レート

ケー
キ

タコライス

ガパオライス

鮭の親子丼
チーズムース ひな祭りメニュー

給食
ご紹介


