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　普通の日／苦情対応窓口実施状況／編集後記

　今、若者たちの間では「昭和」がブームだそうで、昭和歌謡、電化製品、ファッショ
ン…等々、盛り上がっているようです。私世代では「懐かしい」と思うことが、令和
に生きる人たちには新鮮だということなのでしょう。アナログとデジタル、手動と自
動、和製と舶来のバランスが曖昧で、未分化のところが面白いという意見には大いに
賛成します。いずみの家の25周年のDVDを作成した際、昔の懐かしい写真や動画を
編集する作業をしたのですが、その時のことが思い出されます。自分自身20年以上勤
務しているので化石のような人間なのですが、設立当初の手づくり感にはとても驚か
されました。時間や労力を惜しみなく注ぎ、一体感のある施設づくりをしていること
が、利用者からも職員からも保護者からも、映像からではありますが、はっきり伝わっ
てきました。令和のいずみの家は、利用者の高齢化、コロナ禍での活動制限…のなか、
活動を模索している真っ只中です。笑って和やか「笑和」の時代の良き伝統がいつま
でも続きますように。

支援員　深沢浩樹「良き時代」
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ポップコーンに的当て
風船釣りを楽しみました。

いずみの家玄関において
自治会で夏祭りを行いました。
ポップコーンに的当て
風船釣りを楽しみました。

いずみの家玄関において
自治会で夏祭りを行いました。
ポップコーンに的当て
風船釣りを楽しみました。

自治会
なつまつり
自治会
なつまつり



２

特集【2022年度半期を終えて】

　利用者のみなさんが、安全にゆっくり食事
が摂れるようにと食堂の席の変更と、女性利
用者の一部の方が、談話コーナーで食事を摂

食　事

2022年度半期を終えて2022年度半期を終えて2022年度半期を終えて

るようになりました。スペースが広く使え、
一人ひとりに目が届くようになりました。

　これまでの土曜日・日曜日に加えて、月曜
日が休日日課となりました。
　近隣（コンビニ等）への外出が少人数で長
い時間で、ゆとりを持って出かけられるよう

日　課
なりました。平日の火曜日・水曜日・木曜日
には、これまでの活動に加えて、自立課題（各
個人が集中して取り組める課題）を取り入れ
ています。

今年もあと半期となりました。いずみの家でもいろいろな変化がありまし
た。その一部を振り返ります。

食 事 食 事

食 事食 事食 事
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特集【2022年度半期を終えて】

　今年度から理学療法士が採用され、リハビ
リが導入されました。前号で紹介した福祉器
具についても、専門的な視点から導入を順次
行っています。

理学療法
　「ワンポイントレッスン」として、わかりや
すく簡単なストレッチを、朝のインフォメー
ションで実施するなど、身近なところから取
り組んでいます。

理学療法 理学療法

日 課日 課日 課

理学療法 理学療法

　12月より入職を予定（男・女各１名ずつの
２名）しています。
　近年の採用状況は、大変厳しく、福祉人材
の確保を見据える中で、実習生は今後の福祉
業界を支える存在となると考えています。
　安心して働けるように、いずみの家での受
け入れ態勢を整えていきます。

特定技能（介護）実習生



レク大会

投票も民主主義の一つ

バンバレーでのお仕事

夏の終わり

避難訓練
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今日は自治会でレクリエーション大会を行いました！まず
は、マト当て大会。記されている数字で点数が異なる競技
です。見事な投げ技ですね☆皆さん、素晴らしかったで
す！お次はボーリング。ストライクも出たり、皆さん中々
の腕前でしたよ～。最後はボッチャです。最もクマのプー
さんに玉を投げられた方が勝ちというゲームでした。熱い
熱戦が繰り広げられました。午後のおやつはマンゴープリ
ン。写真は撮り損ねてしまいましたが、美味しそうに召し
上がっていました。

午前に選挙説明会を受け、午後11名の利用者と２名の職
員で、北杜市白州支所にて期日前投票を行いました。
初めて投票された方が、２名いらっしゃいましたが、自
信満々の表情でした。

天気もいまいちの中、離れの畑で少しお仕事をしました！
今日お誕生日の H さんといつも頑張ってくださるＨさん。
お疲れ様でした！
そして午後は仲良しの二人の笑顔の写真が素敵でした！は
いチーズ！

本日は外出に諏訪まで行ってきました。
秋の気配が近付く中、みなさんの希望でハンバーガーを
買って公園へ。みなさん美味しそうに頬張っていました。

本日は避難訓練で白州総合支所に行きました。
災害はいつ襲ってくるか分かりませんから対策をしておく
に越したことはありませんね！

毎年恒例の花火イベント♫以前から心待ちにしていたＯさ
んは、午前中からテンション高め♫記念品（花火のパッ
ケージ）を施設長からもらい、大満足でした!!

花火⇄火花
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2022年７月～10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

季節の壁紙造り

自治会

秋雨ですが出かけて来ました

ピース ! !

何て素敵な天気

再　開
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今日は季節の壁紙造りを行いました。月夜の壁紙に焼き芋
やら動物の塗り絵やら張り付けて、皆さんで完成させまし
た！Ｆさん始め、皆さん楽しそうに創作してくれました。

今日の自治会は清掃を行
いました。
皆さん一生懸命窓拭きや
床掃除を行いました。

今日は秋雨でしたがレク外出して来ました。なかなか珍し
い淡水魚ばかりの水族館へ。鯉のエサやりに挑戦！口をパ
クパク開けた鯉の大群は迫力があったようで少し怖かった
かな？こちらはカミツギガメ。イカツイ顔をしてました。
お昼はカレーをテイクアウトして近くのベンチで！涼しい
屋外なのに皆んなで汗をかいて食べました。ご飯の後はも
ちろんおやつ。いまいちなお天気でしたが、水族館はなか
なか行ける場所ではないので皆さん楽しんでいました。

昼食後の居室でのひとコマ。
良い笑顔ですね♫ピースをお願いしたら笑顔がなくなっ
ちゃいましたヽ (‾д‾;)

昼食の後は車毎にドライブ。
幾つかのグループは清里のま
きば公園に行き、ソフトク
リームを食べたり、動物と触
れあいました。
この一枚はＴ職員が撮ったも
のです。
「自分の悩みも小さいなあ」
がこの写真の私の感想です。

コロナ禍でオンラインで講師の先生方と細々と行っていた
「アフリカンドラム」と「音楽療法」の対面活動が再開さ
れました！
世の中、オンライン化が進んで来て、それなりに便利に
なってきましたが、やはり対面での活動にはかないませ
ん。笑顔と盛り上がり方が違います。

日 自治会
　 （秋のおでかけ）
日 自治会
　 （秋のおでかけ）
日 自治会
　 （秋のおでかけ）
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研 修 報 告研 修 報 告
研修報告／この人に聞きたい

生活支援員　輿石昌吾
「慣れ」

　本格的に山へ登ったのは施設長に連れて
行って貰った八ヶ岳の天狗岳でした。その時
の胸が躍るような感動が今でも記憶に残って
います。歩行、道具の使用、地図読み、パッ
キング技術、危険予測など丁寧に教わりまし
た。おかげで今でも主にソロで色々な山々に
魅了されつつ、怪我することなく登り続けら
れています。ソロでの登山は最初こそは全て
が不慣れでした。日帰り低山でさえ不安を感
じていました。月日が経ち、僅か３時間程度
の低山から７～９時間の山々へ。さらに慣
れ、テント拍での鳳凰三山や白馬岳などへ。
さらに技術、経験が高まるのと同時に慣れる
範囲が広がりました。それは４泊の北アルプ

ス・槍ヶ岳～奥穂高岳の “大キレット越え”
や立山～劒岳縦走、千丈岳～塩見岳間の通
称 “千塩尾根”、そして冬山にまで広がりま
した。初めて感じた不慣れも自身の慣れが
高まり広がることによって、自然と色々な
山へ踏み入れるようになりました。そして
現在、いずみの家に就職し９年が過ぎまし
た。様々な慣れも身につけました。しかし
慣れとは怖いものだと感じています。それ
は前述した登山の様に一度慣れてしまうと
良い方向でも悪い方向にも慣れは進んで
行ってしまう。仕事でも日常の生活でも悪
い “慣れ” に気づき、考えて行動をして行き
たいと思っています。

第29弾

●相談支援初任者研修 ７／５・７／６（古屋）　●サビ管全体研修 ７／ 20（古屋）　●労基研修 ７／ 25（遠藤・有賀）
●サビ管実践研修 ８／５（立花）
●ハラスメントセミナー ９／７（有賀）　●サビ管研修 ９／ 21・９／ 28（古屋）
●東社協保健医療スタッフ学習会 10 ／ 26（後藤・田邊・平林）

　今回の研修を通して、個別支援計画を発
案する上での基本やサービス担当者会議等
の基礎知識について知識を深めることがで
きました。個別支援計画の発案する立場と
して、本人のニーズや、アセスメント、評価、
修正等きちんとしたPDCAサイクルの中で
取り組まなくてはならないと改めて痛感さ
せられました。「基本に忠実に」という思
いを常に持っていなくてはいけないと感じ
ました。
　そういった中でもいずみの家では、ケー
ス会議にて全体で考えられる場があり管理

「令和4年度山梨県サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修」に参加させていただいて
生活支援員　古屋竜人

職・幹事による確認・修正といった流れが
きちんとした形で確保されています。個人
の価値観ではなく、より多くの視点で目標
を考えることができているのではないかと
感じました。また、研修の中で「あなたの
個別支援計画が利用者の人生を左右する」
という講師の言葉が胸に響き、今後の計画
や普段の支援の在り方を改めて考えさせら
れる良い機会になりました。
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近隣スポットへGO!!／白うさぎレシピ

今回は趣向を少し変えて、
いずみの家の人気メニューを紹介をします。

サンドイッチ「サンドイッチ」

北杜市 道の駅こぶちざわ
　いずみの家のある北杜市の北側に位
置する旧小淵沢町の道の駅です。
　最近、地元で有名な洋菓子店がオー
プンするなど、施設のリニューアルが
ありました。
　以前は併設する「体験工房」に、ろ
うそく作りや織りやそば打ち体験に出
かけたこともありました。
　農産物直売所では地元の野菜の販売
もあり、いつも駐車場はいっぱいです。

｜アクセス｜
　住所●山梨県北杜市小淵沢町2968-1
　営業時間●農産物直売所９：00 ～ 19：00
　https://mkobuchisawa.jp

　
道の駅の隣には温
泉施設「スパティ
オ小淵沢」もあり
ます。

　いずみの家では、月曜日・水曜日・金曜日の朝食にパ
ンを提供しています。それ以外でも昼食の時などにパン
を提供しますが、とても人気があります。
　左の写真はサンドイッチを昼食に提供した時の様子で
す。この日のサンドイッチは２種類。たまごサンド（ゆ
で卵をみじん切りにしてマヨネーズ・塩・こしょうで味
付けしたもの）と、ハムチーズサンド（チーズは鉄分強
化されたスライスチーズ。ハムは無塩せきのものを使用）
でした。利用者様の「おいしかった」の言葉と笑顔がと
ても嬉しかったです。



　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）
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苦情対応窓口

実施状況

2022年６月から

９月末までの相談件数

対利用者・・・・３件

対 職 員・・・・１件

そ の 他・・・・０件

編集後記 editor room

　暑かった夏が過ぎ、すっかり秋
の空。今年こそは夏に植えたさつ
まいもをみんなで焼き芋にして食
べたいな（昨年は猿に先を越され
食べられずでした）！（heisei）

　先日、２週間に１回行われている「コロナ対策会議」
で、会議メンバーから以下のような話がありました。
とある職員から「自分は職業柄感染対策を踏まえて、
人混みに出かけないようにしているが、同じ保育園で
ディズニーランドとかに遊びに行った子供がコロナに
感染すると、保育園が休園してしまうことがある。自
分はともかく子供にも我慢させているのに、遊んでい
る人によって感染リスクが高まってしまうことにもや
もやする。こんなことが続くようならこの仕事は続け
られないかもしれない」と言われたとのことです。施
設の方針としては「人が密になる場所や東京には不要
不急で行かないように」と通達しており、この話をし
ていた職員はそのことをしっかり守っていてくれてい
たのでしょう。教えてくれた会議メンバーには「施設
の方針として表立って『いいよ、いいよ』とは言えな
いけど、一般の人より感染対策はできるし、子供の成
長に必要なことは不要不急には当たらないから、行っ
ても大丈夫だと伝えてください」と話しました。
　このような話は「医療従事者と感染を気にせず遊び
まわる人」の話としてニュースにもなっていたと思い
ます。私の考え方についても、立場が違えば賛否両論
だと思います。皆さんはどう思われますか？

施設長　有賀 弘

法人に寄付を頂いた方のお名前　（2022年６月１日～９月30日）

施設に寄付を頂いた方のお名前　（2022年６月１日～９月30日）

小澤芳美、前村逸男、大久保礼子、佐藤宥子、細井　好、浅川　季、尾山　實、

安達優二郎、長島正明、芝﨑勇二、馬渡一浩、阿部富雄、高橋由香、坂本信子、

有限会社エムケイコーポレーション、山梨日化サービス株式会社、杉本国太郎、

堀　洋子

細井　好、鈴木紘一、臼田紘一、丸山芳子、齋藤勝子、

大輪油店、星﨑良夫、田中信子、小澤芳美、前村　嵩、

竹沢猛彦、徳田睦子、中山真理子、

台ヶ原老人クラブ女性部福寿会有志


