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　新宿四谷のある居酒屋のカウンターの隅に公衆電話として活用されていた赤電話募金箱が置おか
れていました。1980年代の「白州いずみの家」建設運動最盛期の頃です。廃品とされた赤電話を知
人の電話局長から譲受け、建設資金の募金箱に改装して、懇意な居酒屋のママにお願いしておかせ
ていただいたのです。知的障害者施設「白州いずみの家建設募金箱」と命名し趣意書が貼られてい
ました。「世の中は捨てる神あれば、拾う神もある」ともいわれています。不特定多数者の善意に
頼る共助による建設資金作りの実践活動の一つの工夫でありました。ママや客層の温かい理解と支
援に恵まれて建設資金の一助に役立つことが出来ました。今年35周年を迎えた「白州いずみの家」
にまつわる思い出の一コマであります。
　国連の障害者権利条約をかみ砕いてみると「障害は個人ではなく、社会にある」という考え方に
基盤を求められますが、当時の施設建設運動の精神的基盤としても自助に加えて共助、共生、共育
といった思考と実践活動の一つとして赤電話募金活動が大きく作用していたように回想されます。

「新たな夢と笑顔を育むいずみの家」、「希望をもたらすいずみの家」、「人々を結び合ういずみの家」
といったスローガンを掲げてホップ、ステップ、ジャンプと益々の飛躍を念願するこの頃です。「歴
史は過去と現在の絶え間ない対話である」とはイギリスの歴史家 E・H・カーの言葉です。コロナ
禍の中で35周年の年輪を静かに回想しつつ。

社会福祉法人しあわせ会　理事　齋藤　實「“赤電話募金箱”を想う」

目　次　in d e x

１

今年度の自治会では、
自分の得意なことや趣味、
ご家族のことを
お一人ずつ発表しています！
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特集【いずみの家の福祉用具】

２

車　椅　子

　歩行器も様々な種類がありますが、い
ずみの家ではこのタイプの歩行器が利用
しやすい方が多いです。
　今まで歩くことが大変そうだった方が
この歩行器を利用したら、スタスタ歩き
出すことこともありました。
　転倒の危険性もあるため、歩行時は側
に付き添うようにしています。

歩　行　器

　このタイプはＦさんのチル
ト・リクライニング型の車椅
子です。
　この車椅子の特徴は、背も
たれや座面の張り角度等を調
整できたりと、様々な部品を
利用される方に合わせて、カ
スタマイズできる点です。導
入された日のＦさんの嬉しそ
うな顔が印象的でした。

福祉用具福祉用具福祉用具
いずみの家の

福祉用具
高齢化に伴い…
　大規模修繕において機械浴や高齢
者対応居室の整備、プレイルームの
設置を行いましたが、「福祉用具」に
ついても順次導入しています。いず
みの家に於いては、介護用具を中心
に購入・レンタルをしています。ど
の用具も利用者の皆さんが快適に過
ごすためには欠かせない物となって
います。今回の特集では、その一部
を紹介していきます。
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特集【いずみの家の福祉用具】

エアマット

見守りセンサー

　褥瘡の好発部位である仙骨付近の除圧
に効果のあるジェルクッションを使用し
ている方がいます。なかなか高価な物で
すが、褥瘡予防
を最優先で導入
をしています。

クッション

　尿失禁等、排泄に関する対応も増加し
ています。
　利用者それぞれに合ったパンツ型・テー
プ式おむつなど試行錯誤しながら利用し
ています。
　共同購入などを利用し、経済的負担の
軽減にも取り組んでいます。

リハビリパンツ・パッド・テープ式おむつ

　空気の力で体圧を分散し、同
じ部位に圧迫がかかるのを防ぎ
ます。褥瘡（床ずれ）の最大の原
因である圧力に対して、もっと
も効果的な予防方法は体位交換
ですが、実際には昼夜問わず１
～２時間に１回の体位交換を行
うことはなかなか難しいとの判
断から導入をしています。褥瘡
になる前の予防をしています。

　夜間の見守りを中心に起き
上がり、はみ出し、離床を区
別して検知し、wifi環境を用い
てタブレット端末にお知らせ
する機器です。タブレット端
末から、居室に行かずに利用
者の様子をシルエットが画像
で確認する事ができ、見守る
側、見守られる側双方の負担
軽減に役立っています。



春の花たち

どらやきつくり

てんじそくばいかい

おやつ作り

いずみの芸術家
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北杜市内の生産者さまからお花
をご寄付頂きました。
元気で鮮やかな色があふれるよ
うですね！
　
今日はあいにくのお天気でした
が、明日は暖かい春の陽気に包
まれそうです。
一雨ごとに春のページが開いて
いくようです。
　
ピロティ横にもたくさん！

お彼岸ですね。
　
昼食には、ぼたもちが出て、お
やつには、どら焼をみなさんで
作りました。
　
桜餡でとっても美味でした。
　
食欲も増して困っちゃいます。
私事ですが…。

先日、残念ながら中止となった
「おりの仲間展」（ラザウォーク
甲斐双葉）の代わりとして、い
ずみの家内で展示即売会をしま
した！
　
コロナ禍で作品を見ていただく
機会がなかったので、展示でき
たことだけでも皆さん、大喜び
でした！
また開催できれば良いと思いま
す。

今日は午後のおやつとしてフ
ルーツポンチを作りました！
　
Ｆさんが一生懸命混ぜてくれま
した♪
　
午後のおやつの時間が楽しみで
す♪
　
みなさん美味しくいただきまし
た！

ロビーには芸術が満開です。
画伯Ｍさんが力強い鯉のぼりを 描いてくれました！

８日は自治会主催の花見でした。
カレーライスを食べた後近くの前沢多目的施設の桜の前で
写真を撮りました

桜がきれいです
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2022年３月～６月までの出来事を“いずみBLOG”の投稿記事と共に振り返ります

おやつの時間と田植え

フライングディスク大会

ＧＷフランクフルト

新緑から深緑

今夕も

梅雨入り
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新緑が眩しい季節になりまし
た。
いずみの周辺も、眩しく光る
木々から鶯やガビチョウのさえ
ずりが、聞こえています。
今日は、周りで忙しそうに田植
えの準備をしている風景を眺め
ながら、車中でおやつを食べま
した。
農家の皆さん、本当にお疲れ様
です。
美味しいお米ができますよう
に。

本日のイベント、フライング
ディスク大会!!!!
　
ディスクは１人につき３回投げ
ることが出来ます。
　
皆 さ ん、な か な か の 腕 前 で
すっ！
　
優勝者は、ＳさんとＵさんでし
た！
おめでとうごさぃまーす!!!!

今日は、久しぶりに？気持ちの良い天
気でした。
いずみの家では鉄板を用意しフランク
フルトを焼きました!!
焼いてると良い匂いでしたねー♪
みなさんも出てきて手伝ってくれまし
たよ。
本当は、焼き芋大会にしたかったので
すがさつまいもの値段が高騰してしま
い断念しました!!
こんな新緑の中ならなにを焼いても美
味しいか…といった言ったところで
しょうか♡

こちらでお世話になりだして、
３ヶ月目となりました。
　
初めの頃はまだ芽吹いたばかり
の木々が明るい緑になり、だん
だんと森になってきました。
　
今はすっかり濃い緑に変わり、
今日みたいな天気の良い日に見
られる贅沢な景色も澄んだ空気
も盆地とは違うなぁ、と実感し
ている今日この頃です。

午後のおやつも終わり、利用者の皆さんはお風呂に入った
り、寛いだり、ゆったりと過ごされているころ、廊下や洗
面所、トイレなどが今夜の夜勤職員によってピカピカに磨
き上げられます。気持ち良く、安らかな夜に向けて。

今日関東甲信越で梅雨入り発表
があったとニュースが流れてい
ました!!
　
白州も雨が降っています!!
　
午後は少し明るくなってきまし
た。
　
梅雨が意外に長いんだよなあ。
写真は散髪した利用者の皆さん
です!! かっこいい！

日 自治会（清掃）
日 評議員会
日 自治会（清掃）
日 評議員会
日 自治会（清掃）
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研修報告／この人に聞きたい

生活支援員　依田友美
「心機一転」

　お久しぶりです。２年ぶりに白州いずみの
家に戻ってきました。妊娠から育休と皆様の
力をお借りしながら過ごすことが出来まし
た。妊娠前に、とてもあたたかい言葉を掛け
て下さった保護者の方本当にありがとうござ
います。４月から復帰となり、久しぶりの利
用者さんや職員の皆さんと挨拶を交わしまし
た。利用者さんから「元気だった？」「明日
も来る？」「わぁー嬉しい」と声を掛けて頂
きました。担当の利用者さんからも「依田さ
んが担当？嬉しい！よろしく！」と笑顔で話
してくれました。私は生活支援クループに所
属しています。小さいころから絵を描くこと
や創作が得意なため、ロビーの壁へ、毎月利

用者さんと一緒に季節に合わせた、壁面創
作に取り組んでいます。５月は鯉のぼりを
作りました。絵を描くのが苦手、もの作り
はちょっとと言う方もそれぞれいらっしゃ
ると考えました。手形で鯉のぼりの鱗にし
てみたらどうだろう？と思い、男性利用者
さんの大きく逞しいてのひら、女性利用者
さんの穏やかで優しいてのひらが合わさっ
て完成しました。６月は梅雨の季節ですね、
カエルやカタツムリを一緒に作っていきた
いと考えています。いずみブログに完成し
た作品が上がることを楽しみにしてくださ
い。

第28弾

研 修 報 告研 修 報 告
●強度行動障害支援者養成研修基礎研修会 ４／ 19・20（出羽雪野）
●強度行動障害支援者養成研修基礎研修会 ５／ 18・19（安藤美菜）

　「強度行動障害」とは、自傷、他傷、もの壊し、睡眠
の乱れ、異食、多動など本人や周囲の人のくらしに影響を
及ぼす行動が著しく高い頻度で起こるため、特別に配慮
された支援が必要になっている状態を意味する用語であ
る。強度行動障害という状態になっている人は、周りから
は「困った人」ととらえられることが多いが、本当に困っ
ているのはそのような行動を起こさざるを得ない本人であ
る。研修では、特に強度行動障害の状態になりやすい自
閉症の特性について学んだ。座学だけではなく、自閉症
の方は実際にどのように音が聞こえているのかや支援者と
利用者本人を演じるロールプレイングなどを通じて、本人
がどのような感覚を持ち、いかにもどかしさや苦痛を抱え
ているかということを体感できる内容であった。グループ
ワークからは自分とは違う視点の意見を聞き視野が広がる
思いがした。自閉症の方だけではなく全ての利用者さんの
支援に活かすことができる意義深い研修であった。

強度行動障害支援者養成研修基礎研修会
生活支援員　安藤美菜

　私は先月、強度行動障害支援者養成研修に参加させて
頂きました。入職し、初めての対面研修でもあった為、少々
不安な気持ちもありつつ、受講させて頂きました。今回の
研修では行動障害への基礎的な知識や利用者様への適切
な支援手段を勉強する事が第一の目的であると私自身考え
ていました。しかし、主催する方々の一番の目的は職員か
ら利用者様に対しての虐待防止なのだと何度も強く仰って
いました。私も一年間通してはたしてどれぐらい虐待が起き
てしまっているのか、パソコンで調べてみました。令和２年
度、虐待が認められた障害者数は何と498名もいらっしゃ
る事が分かりました。事業所、障害者数は前年度に比べて
25～35％程減少している事が分かりますが、それでも500
名近い障害者の方が被害に遭われている事がこちらの資料
を見ると分かります。（資料：厚生労働省「令和２年度使
用者による障害者虐待の状況等」）このようにデータを見て
みると、現役で仕事をさせて頂いている私たちにとって他
人事ではない話であると感じました。。利用者様、一人ひと
りの気持ちに寄り添い、朗らかに生活して頂く為に私も職
員の１人として今度も精進していこうと考えております。

強度行動障害支援者養成研修基礎研修会
生活支援員　出羽雪野
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新任職員の紹介／近隣スポットへGO!!／白うさぎレシピ

【材　料】（１人分）

ブロッコリー・・・・・・・・・

たまご・・・・・・・・・・・・・・・

プロセスチーズ・・・・・・・

塩•こしょう・・・・・・・・・・

しょうゆ・・・・・・・・・・・・・

オリーブオイル・・・・・・・

150g

１個

20g

少々

1.3g

５g

【作り方】

①　ブロッコリーは小房（食べやすい大きさ）に分けてよく洗っておく。

②　ブロッコリーを沸騰したお湯で硬めにゆでてザルにあげる。水気をよ
　　く切っておく。

③　たまごを割ってといておく。

④　オリーブオイルを熱したところにさきほどといておいたたまごを入れ
　　て半熟になるまで炒める。

⑤　ゆでておいたブロッコリーを加えサッとかき混ぜて、さらにしょうゆ
　　と塩・こしょう、ダイス状にカットしたプロセスチーズを加えてサッ
　　と炒める。

⑥　チーズがかるく溶けたら出来上がりです。

武川町 みち草
　山梨県のブランド地鶏『甲州頬
落鶏（ほおとしどり）』と『平飼
い有機卵』を贅沢に使用した親子
丼のお店。夜は焼き鳥も。テイク

アウトも受け付けています。店主夫婦は、元いずみの
家の職員Ｓさん！
｜アクセス｜
　住所●山梨県北杜市武川町山高573-1　お問い合わせ●080-6142-3293
　営業時間●11：30～14：00（L.O.13：30）／17：00～21：00（L.O.20：30）　定休日●火曜日・木曜日

【生活支援員】
　４月から新たにお仕事させていただいております、青柳薫と申します。
以前は全く違う分野で仕事をしていたため、ほとんどが初めての経験で
戸惑うことも多いですが、先輩職員の方や利用者の皆さんに、いろいろ
と教えていただきながら仕事を覚えているところです。まだまだ不慣れ
なこともありご迷惑をおかけすることもあるかと思いますが、これから
一生懸命頑張りたいと思いますので、どうぞよろしくお願い致します。

新任職員の紹介新任職員の紹介

ブロッコリーのチーズたまご炒め「ブロッコリーのチーズたまご炒め」

青柳　薫

　ブロッコリーはビタミンＣやβ-カロテン、葉酸、食物繊維なども豊富で利用者様に積極的に食べ
ていただきたい野菜のひとつですが、あまり人気がなく残菜が多くなってしまうのが悩みです。なん
とかおいしく食べていただけないかと調理方法など工夫してみたところブロッコリーのチーズたまご
炒めは皆さん「おいしい」と喜んで食べていただいて残菜も少なくなりました。



　あたたかいご支援をありがとうございます　

　あたたかいご支援をありがとうございます　

施設や法人に
ご支援をいただいた方の
お名前をご紹介いたします。
（順不同・敬称略）

８

苦情対応窓口

実施状況

2022年３月から

５月末までの相談件数

対利用者・・・・０件

対 職 員・・・・１件

そ の 他・・・・０件

編集後記 editor room
　５月に夏日が続いています。ちゃい
むが発行される頃にはもっと暑いので
しょうか!? 夏は涼しいことを期待して
北杜市に来ましたが年々暑くなってい
ると聞きました。地球温暖化の影響？
夜は涼しいのが救いです。（Pochi）

　この原稿を書いている５月末時点では、屋外での
マスク着用の在り方や、GOTOトラベル、外国人観
光客に対する水際対策の緩和など政府で方針が出始
めています。長らく不自由な生活を強いられてきて
いた我々にとっては、コロナからの解放の兆しであ
り、個人的には大変喜ばしいことです。しかし、入
所施設の状況としては、オミクロン株が重症化しに
くいとは言え、感染者が出たら厳重に隔離が必要で
あり、職員も出勤できなくなることは何も変わって
いません。入所施設ではコロナとの共存はできず、
ゼロコロナの対応が続いています。日本として緩和
に向かっていくのは大賛成ですが、有効な治療薬の
承認と普及、感染症の分類（２類から５類等）の緩和
等、入所施設での扱いも変化させていって欲しいと
思います。利用者の皆様には、まだ多くの外出制限
をしていますし、職員にも世間一般より厳しい感染
対策をお願いしています。施設入所者や関係者であっ
ても不利益なく、自由に活動できる政策を実施して
欲しいと強く願います。

施設長　有賀 弘

法人に寄付を頂いた方のお名前　（2022年３月30日～５月31日）

施設に寄付を頂いた方のお名前　（2022年３月13日～５月22日）

臼田紘一、坂本葉子、臼田せい、長島正明、水野　貞、鈴木紘一、芝﨑勇二

丸山芳子、臼田紘一、前村　崇、坂爪ファーム、竹沢猛彦、大輪美香、高見沢カツエ、

園部昌子、小澤芳美、園部心一、鈴木紘一、井上和子、坂本信子


