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千代福祉会夏祭り
　利用者さんが楽しみにしていた夏祭り！当初の予定日が雨の

ため１週間延期となりましたが、８月５日に無事に開催するこ

とができました！

　開催当日の曇天を跳ね除ける会場の熱気、夏祭りを彩って下

さったステージパフォーマンス、そして夏空に咲いた大輪の花

火…楽しかった夏の思い出をお届けします。

【オープニング】

［荒馬］

あっぷる保育園

あっぷる愛子保育園

［神輿］

【第　一　部】

［バンド演奏］

福屋菅原さん

［創作太鼓］

西部広陵太鼓 様

［日本舞踊］

上川前婦人部 様

［盆踊り］

【第　二　部】

［ダンス］

（ＤＡＧ）ＡＲＴ 様

［歌謡ショー］

小田島あつみ 様
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みんなで作り上げた夏祭り

千代福祉会夏祭りの開催にあたり、出演者の皆様をはじめ地域の皆様、ボランティアの皆様、ご協賛を賜りました

企業様、多大なるご理解とご協力、誠にありがとうございました。
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嶺岸　雅史　清風園　支援員（勤続年数14年）

白銀　悠香　ますみ学園　支援員（勤続年数１年）

　利用者さんが笑顔で過ごせるよう、日々のコミュニケーショ

ンを大切にし、話しやすい雰囲気作りを心掛けています。なかな

か思いを伝えられなかったり、コミュニケーションが苦手な方

もいますが、自分が笑顔で接し、積み重ねる事で色んな話をして

くれます。変化に気付き、新たな発見をした時は刺激となり、や

りがいを感じています。

　また、一緒に買い物や外食に出掛ける機会を多く作り、喜んで

もらえるように支援しています。

　時には辛いと感じる事もありますが、笑顔は心も体も元気に

なります。利用者さん、職員ともに笑顔が増えるように笑顔を絶

やさず、福祉の仕事に全力で取り組んでいきます。

　新任職員のころから常に心掛けていることがあります。それ

は皆に笑顔で接する事です。

　笑顔を絶やさず接する事を心掛けていても、時には仕事の忙し

さや疲れなどで、硬い表情になることもあります。ですが、そんな

時にこそ、笑うことが大切なのだと考えます。疲れていても笑っ

てみると心に余裕が生まれ、頑張る気力が湧いてきます。気力が

湧くと、より一層仕事に身が入り、利用者さん、他の職員の為にも

頑張れるからこそ、笑顔は大切であり、最も重要と考えています。

　『笑う門には福来たる』とことわざにあるように、皆さんに福

を届けられるよう、常に前向き、漲るやる気、笑顔で元気に頑

張っていきます。

相澤英久子　おおぞら学園　栄養士（勤続年数38年）

　千代福祉会に勤めてこれまで毎日利用者さんの健康を考えた

食事を提供してきました。

　利用者さんの嗜好調査を行い、要望を取り入れつつ健康に繋

がる食事の提供が出来る様に献立会議を実施しています。利用

者さんの体型や健康状態に合わせ個々に提供する食事形態や摂

取量に違いはありますが、基本的には同じメニューにしていま

す。和洋中様々な献立を考えるにも頭を抱え料理本とにらめっ

こする毎日ですが、「ご飯美味しかったよ」と笑顔で声を掛けら

れると「もっと美味しいものを提供したい」と嬉しくなります。

　これからもヘルシーで美味しい食事を提供していきます。

水野　大誠　あおば園　支援員（勤続年数２年）

　利用者さんの笑顔を引き出すために“自分自身が笑顔で楽し

く”を意識しています。

　何気ない会話一つをとっても、自分が暗い表情をしていると、

雰囲気が相手に伝わってしまい、なかなか笑顔は引き出せず、会

話も弾みません。笑顔で楽しい雰囲気を作るようにし、一緒に

なって楽しむようにすると、自然と笑顔になってくれますし、相

談してくれる時もあります。

　お互いに笑顔で会話や活動を重ねる事が信頼関係を築き、良

い支援につながると私は考えています。今後も笑顔を忘れずに、

利用者さんが安心して楽しく生活できるように支援していきま

す。

笑 顔 の た め に
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髙橋　　裕　あっぷる保育園　保育士（勤続年数８年）

千葉　芳樹　わーぷ　支援主任（勤続年数22年）

　千代福祉会に入って、22年になります。そのうち19年は、施設

での勤務でしたが、朝出勤した時に利用者さんから笑顔で挨拶さ

れると、今日１日頑張ろうという気持ちになれました。そのため

私自身も笑顔で挨拶するよう心掛け、今でも続けています。

　現在は、わーぷで勤務していますが、グループホームに入居され

ている方でも、自分の想いや要望を上手く伝えられない方もいます。

少しでも本人の望む生活が出来るように何を望んでいるのかな

ど、普段の行動や会話の中から感じ取るようにしています。

　普段の仕事や活動、生活の中で、達成感を味わった時、うれし

い時、楽しい時、様々な場面で笑顔を引き出せるように、今後も

支援していきます。

桑村麻利好　あっぷる愛子保育園　保育士（勤続年数６年）

　たくさんの子どもたちと接する中で「子どもたちが保育園が

好きで、来るのが楽しみに思える保育」をしたいと思っていま

す。登園時は保護者と離れることが寂しく泣く子もいますが「一

緒にいたかったね。」「お仕事終わったらすぐ来てくれるよ。大丈

夫。」など気持ちを共感し、いつも明るい声や笑顔で接するよう

にすることで子どもたちは笑顔を見せてくれるのだと思います。

　楽しいことも悔しいことも共有できるようにこれからも一人

ひとりの気持ちを大事に受け止めながら笑顔で接するように心

掛けていきます。

庄子奈緒子　事務局員（勤続年数６年）

　事務局は全事業所の職員が立ち寄ることの多い部署です。黙々

と仕事をしている時に訪れる職員の中には、ドアをノックしても入

室する事を躊躇する様子が見受けられます。そんな時は入室して

良い事を知ってもらうために、ノックの後には『はい』と大きな声で

返事をし、ドアを開けた時に笑顔で迎えるようにしているつもり

です。この行動が相手にも伝わっているかはいささか疑問ではあ

りますが、自己満足で終わらせないよう、来客者や利用者さんだけ

でなく職員にも気を配りたいと思います。この題名の記事の依頼

をされ、日頃の自分自身のあり方を改めて考える機会となりました。

いつも元気に入室し笑顔を分けてくれる方々に感謝しています。

　そんな方々をお手本に私も笑顔を分けられるように努めたいと

思います。

笑 顔 の た め に

　“遊ぶことは学ぶこと”　「やってみよう」「どうなるかな？」と

考えたり挑戦したりしている子どもたちの顔はとてもキラキラ

しています。自分で考えて行動して失敗したときも諦めず次の

方法を考えてまた挑戦します。そして、達成した時の喜びの表情

は何とも言えない良い笑顔です。うんどう会や発表会では、自分

の得意なことや見てもらいたいことを発表して自信をつけます。

「できた！」の達成感に満ち溢れた笑顔のために頑張りを支え応

援しながら、私自身も共に成長しているところです。



あっぷる保育園
～夏まつり～ あっぷる愛子保育園

～夏まつり～

７/８
（土）

６/10（土）・11（日）

～１泊旅行１班～

行　先：東京ディズニーリゾート

日　時：６月10日（土）～11日（日）

参加者：入居者35名　職員７名

～１泊旅行２班～

行　先：北海道・函館

日　時：６月24日（土）～25日（日）

参加者：入居者35名　職員７名　

７/８
（土）

わーぷ　一泊旅行
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花壇は綺麗に整備され、花が咲誇り
皆さんの目を楽しませてくれました。

日中活動で行っている体操を家族
の方に体験してもらいました。

皆で協力し、花壇にきれいな
花が咲く施設になりました。

昼食は家族と一緒に食べました。
活動のあとは会話が弾み、
楽しく食事をしました。

フライングディスクやバドミントン
等をして楽しい時間を過ごしました。

“絵本”をテーマにした夏まつり！

「鬼をやっつけろー！」的当てコーナー。
強い日射しも跳ね返した力強いソーラン節！
そして、様々なコーナー遊びで盛り上がりました！

６/24（土）・25（日）

各事業所の行事

おおぞら学園
～おおぞら交流会～

あおば園
～家族ふれあい交流会～

ますみ学園
～ファミリー交流会～

６/３
（土）

６/３
（土）

６/17
（土）
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平成29年度 事業所別 行事予定表（下半期）

ますみ学園 おおぞら学園 清風園 あおば園 あっぷる保育園
あっぷる愛子

保育園
わーぷ

10月

19日(木)

～20日(金)

家族ふれあい

旅行(東京)

７日(土)

芋煮会

21日(土)

家族ふれあい

芋煮会

31日(火)

ハロウィンパーティー

21日（土）

芋煮会

７日（土）

運動会

18日(水)

園外保育(もも組)

14日（土）

運動会

25日(土)

園外保育(めろん組)

11月
９日（木）

やきいも会

９日（木）

やきいも会

12月
21日（木）

クリスマス会

22日（金）

クリスマス会

22日(金)

クリスマス会

21日(木)

クリスマス会

21日(木)

クリスマス会

22日(金)

クリスマス会

22日(金)

クリスマス会

１月

15日(月)～

17(水)

懇談会

15日(月)～

17(水)

懇談会

19日(金)

懇談会

27日(土)

日帰り外出

２月

2日（金）

豆まき会

17日(土)

発表会

2日（金）

豆まき会

17日(土)

発表会

３月

29日(木)

活動報告会・任命式

29日(木)

活動報告会・任命式

29日(木)

活動報告会・任命式

29日(木)

活動報告会・任命式

2日（金）

ひな祭り

14日(水)

大きくなったお

祝い会

23日(金)

卒園式

2日（金）

ひな祭り

14日(水)

大きくなったお

祝い会

23日(金)

卒園式

11日(土)　ピュア・ハーツinせんだい観覧

1月26日(金)～1月31日(水)ピュア・ハーツ アート展観覧

17日(土)～18日(日)　家族会・職員合同研修会

「意思決定支援の課題」

　先日、障害者の意思決定

支援に関する研修に参加

させていただきました。

　障害者基本法、障害者総合支援法の中では、障害

者の意思決定に配慮しつつサービスを提供すること

が法定化されており、とりわけ知的障害のある人、

認知症の人には大切な支援とされています。実際に

は「意思決定支援」の明確な定義がなされていない

のが現状で、今後議論すべき必要があるが、私たち

は本人に、寄り添った支援をしなければならないと

いった内容でした。

　その研修の中で「愚行権」という話題が挙がりま

した。「愚行権」とは、他人から見たら愚かに見え

る行為でも、本人にとってはとても重要なことで、

他人や周囲に迷惑をかけない限りにおいて、人には

それをする権利がある、という事です。例示された

のが、『アイドルグループのコンサートやグッズの

購入に給料をつぎ込んでしまう』『酒を飲みすぎて

終電を逃し、公園で一晩を過ごしてしまう』という

内容でした。誰しも（少なくとも私は）似たような

経験があることですが、障害者を支援する者にとっ

ては「とんでもない！」と思ってしまうような内容

です。しかし、頭から「ダメです」と否定すること

は、本当に本人の事を考えた支援と言えるのでしょ

うか。

　「愚行権」について明確な答えは出ませんでした。

しかし、社会のルール、身体危険性、経済性を考慮

しつつも、本人の希望をどこまで受け入れることが

出来るかはとても難しいことですが、本人を「意思

を持つ一人の人」として受け止め、寄り添った支援

をすることが大切だと考えさせられました。

	 広報委員　あおば園　福田
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せ ん ぷ く

コ ラ ム
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千代福祉会職員を募集中!!
詳細はホームページで！

(http://www.sendai-fukusi.org)

※求人に関するお問い合わせ

TEL 022-394-5206（法人本部）

受付時間：平日9:00～17:30

千代福祉会

○新規採用                     　 

　ますみ学園 支　援　員 菅原　麻実

 パート支援員 佐藤　裕希

　おおぞら学園 事　務　員 柴田　由美

　あ お ば 園 パート支援員 坂井　弘子

　　 　 　 　  　　〃 田辺　　茂

　あっぷる愛子保育園 パート保育士 冨田　民子

　わ　ー　ぷ  世　話　人 加藤　順子

人事異動

寄贈物品
○アイジー工業様より

「ＴＯＨＯＫＵ　ＳＭＩＬＥ　チャリティシート」

・日　時：平成29年５月31日(水)

　　　　　東北楽天ゴールデンイーグルス　

　　　　　　対　読売ジャイアンツ

・参加者：わーぷ　

　　　　　利用者４名

　　　　　職員１名

「ＴＯＨＯＫＵ　ＳＭＩＬＥ　チャリティシート」

・日　時：平成29年６月９日(金)

　　　　　東北楽天ゴールデンイーグルス　

　　　　　　対　広島東洋カープ

・参加者：あおば園

　　　　　利用者３名

　　　　　職員２名

○仙台リサイクルセンター様より

「ＴＯＨＯＫＵ　ＳＭＩＬＥ　チャリティシート」

・日　時：平成29年７月１日(土)

　　　　　東北楽天ゴールデンイーグルス　

　　　　　　対　福岡ソフトバンクホークス

・参加者：清風園　

　　　　　利用者４名

　　　　　職員１名

招待行事
★法人全体

　夏祭り花火協賛　

　　　　　　　仙台環境開発株式会社　　　　様

　　　　　　　株式会社　ジャパンクリーン　様

★あおば園

　着替サポートワゴン

　　　　　　　佐藤　和彦　様 

　

いつもご支援・ご協力いただき

ありがとうございます

事業活動計算書
（自）平成28年４月１日（至）平成29年３月31日

　日増しに秋の深まりを感じる季節となりました

が、皆様いかがお過ごしでしょうか。８月に開催さ

れた「千代福祉会夏祭り」を中心に掲載させて頂き

ました。　　

　今後も「せんぷく」を通じて法人の取り組み・出

来事などを紹介して参りますのでよろしくお願い致

します。

編集後記


