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チャリティ歌謡ショーチャリティ歌謡ショーチャリティ歌謡ショー

昨年は、国民的アイドルSMAPの解散報道に始

まり、４月の熊本地震・夏の度重なる台風の襲来

による自然災害・神奈川県の障害者施設で起きた

あまりにも残虐な痛ましい事件は、同じ仕事に携

わるものとして、深い悲しみと衝撃を受けました。

オリンピックでの日本人選手の活躍・トランプア

メリカ大統領の誕生・そして、SMAPの解散で１

年が終わりました。どれも、記憶に深く残る出来

事となりました。さあ、今年は、どんな年になる

のでしょう。

まず、法人にとって大きな出来事に「社会福祉

法人の制度改革」がスタートします。２本の柱と

して、①制度改革（経営組織のガバナンスの強化・

事業運営の透明性の向上・財務規律の強化・地域

における公益的な取組みを実施する責務・行政の

関与の在り方）②福祉人材の確保の促進（人材の

量的・質的確保・退職手当共済制度の見直し）が

あります。制度改革につきましては、昨年より準

備を進めスムーズな移行に努めているところです。

もう一つの現場での支援を行うべく職員の確保は、

大変難しい状況にあります。面接会への参加・ハ

ローワークへの登録等を繰り返しても、希望者も

少なく・定着もしないという状況があり、他の施

設でも同じ様な現状は少なくないようです。人材

の確保は、困難で深刻な問題であり、今後も大き

く影響していくものと思われます。法人として更

なる一歩の踏み出しと考え、地域に根付いた法人

になれるよう努めていきたいと思います。

又、いすみあかね園として「利用者ファースト」

を前提として、利用者が安全に安心した楽しい生

活が送れ、職員が仕事に喜びとやりがいを感じ働

けるような場所でありたいと思っています。そして、

まだ無縁だと思ってきましたが、「疲れやすいなぁ」

「歩き方が以前と違うなぁ」と感じる場面があっ

たりと、利用者の高齢者化も遠い話ではなくなる

ようです。日々変化する利用者の状況を見極め、

感じられる職員であり、寄り添った支援をしてい

く事が大切であると考えます。そして実現してい

くには、運営していく地盤をしっかり固め、内外

のさまざまな研修を受講することでの人材育成・

権利擁護の取り組みの強化・感染症対策・防災防

犯対策等のリスクマネジメントの徹底を図ることで、

運営の充実・強化に繋げます。今年は酉年。酉は「と

りこむ」といわれ「『運気』をとりこむ」として、

縁起が良いとされています。我が法人「つばさ」

と「とり」でたくさんの良い運気をとりこみ、つ

ばさいっぱいに抱え込み、更なる飛躍をする一年

になれるよう、職員一丸となり進み、地域の方々

から信頼され選ばれる場所になれるように、サー

ビスの向上に努めます。

最後になりますが、日頃よりの地域の方々・関

係各位の方々・後援会・保護者会の方々の、ご理

解とご協力に感謝すると共に、今後とも変わらぬ

ご支援、ご協力をよろしく申し上げます。

施設長　押田千晴
「運気」をとりこんで

「準看護学生と
　フォークダンス」

 利用者も楽しく
　 できました



平成28年12月２日に保護者会にて「虐待防止法」

について再度保護者の皆様に法律の概要・園での

支援方針・方法についてご説明させて頂きました。

虐待防止については日頃から職員はケース会議等

で事例を踏まえ自分達の行っている支援が虐待に

なっていないか等を皆で話し合い虐待防止に努め

ています。

今回は保護者の皆様に園での支援方法も踏まえ、

ご意見をお聞かせ頂きたくこのような機会を設け

させて頂きました。保護者の皆様と意見交換を行

えた事は非常に有意義な時間でもあり、又保護者

の皆様より励ましのお言葉を頂いた事は職員のよ

り一層仕事の励みになりました。これからも職員

は「利用者さんの心に寄り添う」この気持ちを大

切に支援を行っていきたいと思います。

「暑いね」「寒いよね」という会話を幾度繰り

返してきたか考えてみると、９回目を超える事に

なっていた。最近では夏の暑さが増し、私の年齢

も増し（笑）。そんな厳しい暑さ・冬の寒さをど

う乗り越えてきたのか？　思い浮かぶのは、皆の

元気な姿・会話に尽きる事。暑さや寒さももちろ

んだが、楽しさ・忙しさ等々、共に歩んできた仲

間達の存在に改めて気付かされる。夏には日かげ

を探して休憩、冬には体を動かす為の工夫を一緒

に考え過ごしてきた。いつでも顔を見れば「ご苦

労さまです」という元気な言葉が飛び交い、解ら

ない事は皆で考えていく素晴らしい集まりの中で、

また今日も「こんなの採れたよ〜！」の声が響き

渡る一日が始まる。これからも、この元気を支え

に一緒に頑張っていきたいと思います。

須藤係長 斉藤主任

利用者Ｈ・Ｉさん

利用者をとりまく環境利用者をとりまく環境
利用者とのきずな

楽しいお泊り

ぼくは、おととしからたけんこの

短気入所を利用しています。家のつ

ごうで送りむかえができないときに

利用しています。もう何回も泊まっ

ているのでたけんこのスケジュール

は頭に入っています。夜は個室なの

で少しさみしいです。でも、朝ごは

んをみんなで食べて園に行くのは楽

しいです。世話人さんが「お帰り」

といってくれるのもうれしいです。

お母さんが「用事のあるときにたけ

んこに泊まってくれると助かる」と

言っているので、これからも利用し

たいとおもいます。

先生とクリスマス会のかざりの絵をぬりました。クリスマス

会には先生方のパーフェクトヒューマンの歌とダンスが、おも

しろかったです。ケーキとごちそうがおいしかったです。プレ

ゼントにヘイセイジャンプのCDをもらい、うれしかったです。

みんなとダンスもしました。歌手の歌もありました。楽しかっ

たです。

ぼくは、おととしからたけんこの

短気入所を利用しています。家のつ

ごうで送りむかえができないときに

利用しています。もう何回も泊まっ

ているのでたけんこのスケジュール

は頭に入っています。夜は個室なの

で少しさみしいです。でも、朝ごは

んをみんなで食べて園に行くのは楽

しいです。世話人さんが「お帰り」

といってくれるのもうれしいです。

お母さんが「用事のあるときにたけ

んこに泊まってくれると助かる」と

言っているので、これからも利用し

たいとおもいます。

利用者Ｍ・Ｗさん楽しかったクリスマス

先生とクリスマス会のかざりの絵をぬりました。クリスマス

会には先生方のパーフェクトヒューマンの歌とダンスが、おも

しろかったです。ケーキとごちそうがおいしかったです。プレ

ゼントにヘイセイジャンプのCDをもらい、うれしかったです。

みんなとダンスもしました。歌手の歌もありました。楽しかっ

たです。

たけんこの家

日当り良く

いすみ支援学校と

交流会

「ゲームできたかな」



夏
祭り

４月 入園式
７月 納涼夏まつり

９月 チャリティ歌謡ショー
10月 バザー

12月 クリスマス会
１月 成人式

バザーのお礼

　H28年10月16日（日）天候にも恵まれ、多く

の方々においで頂き盛大に行う事が出来ました。

612,009円の収益がありました。利用者のため

に使わせて頂きます。ありがとうございました。

４月より、いすみあかね園とグループホーム

里山の家に入所し８ヶ月が過ぎました。子供の

日常生活は外作業、野菜作りです。土作り、苗

をポットに入れたり野菜の収穫など声かけして

もらい、発話がない為、ジェスチャー等で支援

して頂き新しい環境の中で人との関わりを一つ

でも「できる」を増やしたいと思います。毎週

帰省して爪切り耳垢除去、髭そりを行い内服を

確実に服薬することです。幼児期からこだわり

が強いので、野呂インターに出かけ販売機で飲

み物１本とフライドポテトを買うなど日課にな

っています。ブランコが大好きで最近は10分

程乗ったら声かけしなくても自分から終わりに

するようになってきました。これからも見通し

がもてるように頑張ってほしいと思います。ご

指導の程宜しくお願い致します。

あかね園に入所し３年になります。親もてこ

ずっていた子供が、思いやりあふれる先生の真

心にふれ、心が開き園の生活が始まりました。

園では「20年もいる様な顔をしているよ」ケ

アホームでも「大きな声で笑い皆を和ませてく

れていますよ」と安心を頂き、家でも穏やかに

家族と過ごせる様になりとても有難いです。先

生方、世話人さんに感謝の気持ちで一杯です。

又副会長の大役を頂き足らない私ですが、会長

さん始め保護者の皆様の支え、ご協力を頂いた

お陰様と感謝申し上げます。中でも「チャリテ

ィ歌謡ショー」は好評で、地域の方々の楽しみ

の一つです。これも障害をもつ我子を通して、

多くの温かいご縁を頂き絆を深めております。

親子共に、明るく元気で歩んで参ります。これ

からもどうぞよろしくお願い致します。

園行事平成29年度
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保護者Ｎ様利用者をとりまく環境利用者をとりまく環境
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ているのでたけんこのスケジュール

は頭に入っています。夜は個室なの

で少しさみしいです。でも、朝ごは

んをみんなで食べて園に行くのは楽

しいです。世話人さんが「お帰り」

といってくれるのもうれしいです。

お母さんが「用事のあるときにたけ

んこに泊まってくれると助かる」と

言っているので、これからも利用し

たいとおもいます。

先生とクリスマス会のかざりの絵をぬりました。クリスマス

会には先生方のパーフェクトヒューマンの歌とダンスが、おも

しろかったです。ケーキとごちそうがおいしかったです。プレ

ゼントにヘイセイジャンプのCDをもらい、うれしかったです。
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いすみあかね園

「里山の家」に入所して

チャリティショー歌手とちょっと緊張して

食事会

H28年８月、夏祭りが行われま

した。保護者の方々の屋台、かき

氷、カレー、焼そば等がでました。

盆踊り、歌手の歌もあり楽しく過

ごしました。地域の方々も大勢参

加して頂き利用者とのふれあいに

もなりました。

H29年２月、茂原にて食事

会がありました。利用者も食

欲旺盛でした。焼肉もりもり

です。「おいしかった」



収入の部 支出の部

前年度繰越金

会員会費

（個人116名、法人13社）

歌謡ショー

募金

寄付

利息

28，431

1，791，080

1，500，000

672，924

263，934

447，000

3，279，500

2，000

0

1

通信費

歌謡ショー

法人への寄付

次年度繰越金

合　計 3，992，4353，992，435 合　計

個人会員（年間一口3千円）

法人会員（年間一口1万円）

入会申し込み、お問い合わせは事務局まで

　　TEL. 0470−66−０６００

　　FAX. 0470−66−１８７８

「つばさ後援会」への
ご入会をお願いします

いすみあかね園

社会福祉法人つばさ「つばさ後援会」

大月みやこ

H29．9．18（月）
岬ふれあい会館にて

開演　PM １：30

チャリティ歌謡ショーチャリティ歌謡ショーチャリティ歌謡ショー

平成28年度会計を下記のとおり報告させて頂きます。会員数の減少も目立ってきており、会の運営も厳

しさを増してきております。本年度も変わらぬ皆様のご支援とご協力をどうぞよろしくお願い申し上げます。

平成29年度

つばさ後援会事業計画

４月　「あおぞら」発行

４月〜９月　チャリティショー準備

４月〜12月　会員継続及び増強

９月18日　チャリティ歌謡ショー

厳しかった寒さもようやく過ぎ園庭の「ふきのとう」も花
が咲き春が訪れ、日毎に暖かさがましています。利用者も作業、
生活訓練と元気に過ごしています。しかし利用者をとりまく
環境も良いばかりではありません。ニュースでも神奈川県の
障害者施設での事件、自然災害など、その中で「いすみあか
ね園」では「チャリティーショー、バザー」など地域の方々
とのふれあいを大切にし利用者が笑顔でいられるようにと願
っています。今後ともご支援お力添えよろしくお願い致します。

編 集 後 記

発行所：いすみあかね園　つばさ後援会
住所　いすみ市山田 5 9 0 1

TEL.0470−66−０６００

FAX.0470−66−１８７８

Ａ指定席　5，500円

Ｂ指定席　4，500円

Ｃ自由席　4，000円

香川 みどり

※指定席ご購入の場合は「いすみあかね園」（0470−66−0600）までご連絡ください。

６月10日以降チケット販売予定


