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今月の表紙 

～暖～ 
星は羊毛フェルト、雪は

綿と、ふわふわとした素材

などを使って女性利用者

さんを中心に作成しまし

た！ 

愛灯学園 定期便 
 【2018 冬号】 

〒080-2475 帯広市西２５条南４丁目８番地 
TEL: ０１５５－３７－５７７７ FAX:０１５５－３７－５７８３ 

●発行日 ２０１９（平成３１年 １月１５日） 

●発行者 阿部宏彦（管理者）     ●編 集 愛灯学園広報委員会 

学 園 訓  叡 智 愛 情 探 求 

 ～障がいを受け止める～ 

支援係長 藤森誠 

 

最近「ムーちゃんと手をつないで～自閉症の娘が教

えたくれたこと～」という漫画を読みました。この漫

画の主人公は、ムーちゃんのママです。ムーちゃんは

1 歳半健診で発達の遅れを指摘され、のちに自閉症と

診断されます。 

 障がいを受け入れるまでの両親の葛藤、家族が前に

向いて進んでいくまでが描かれています。 

障がい児、障がい者の家族は強そうに見えたりもし 

ますが、生まれてきたときには、健常児で生まれてく

ることを想像して、公園で一緒に遊ぶ姿や、会話をす

ることを楽しみにすると思います。ですので、障がい

があるとわかった時には、大変なショックを受け、そ

れを受け入れて今があるということを改めて気づかさ

れた作品です。 

私も一人の親として、子供たちが生まれてきたとき

の夢などを思い出しました。 

 入所者さん一人ひとりにも、家族にも生まれてきて

から今までたくさんの困難や壁があったのだろうと想

像すると、また違う支援の仕方があるのではないかと

思います。 

(1) 



私たちジャンベサークル

岩見沢にて行われたアールブリュット

０１８

アール・ブリュットショーケースとは

北でステージが噂になっているグループ

見沢に集まり、パフォーマンスをする

ショウケース”

今回ハランベー

勢１５名メンバーにて出演しました。この日のため練習

の回数も増やし、メンバーの意気込みは人知れず

十勝管内を飛び出し演出するのは、札幌のみんなアート

以外では、初の試み！！緊張もありましたが練習を重ね

るごとに、メンバーのパフォーマンスも輝かしいものに

なっていきました。

今回は新規メンバーにダンサーも迎え、いつもの演奏

をより盛り上げてくれる形となりました。本番では、大

きなステージに緊張を隠せませんでしたが、いざステー

ジに立ち、ジャンベや楽器を目の前にすれば、普段通り、

迫力ある演

練習に励み、更なる飛躍をしていきたいと思いますの

で、応援よろしくお願いします！！

１２

行いました。今年は愛灯学園の職員と利用者さんのみで北風が

吹きすさぶ中餅つきをされていましたが、寒さなんてなんのそ

の、「ヨイショー！」の掛け声で元気いっぱい餅をつかれていま

した。

餅つきの由来を調べると「祝い事や特別な日であるハレの日

に餅つきをするようになり、一人ではできないため、皆の連帯

感を高め、喜びを分かち合うという社会的意義がある」とのこ

とでした。餅つきを通して、一つのものを成し遂げるという日

本の伝統文化を改めて実感したひと時でした。（石田浩二）
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去る平成

が開催され「地域活動拠点ポプケ」が正式にグランド

オープンしました。

「ポプケ」とは利用者の日中活動及び社会参加の場

として、さらに地域福祉の中核的な活動拠点として、

当法人が策定する第

21

す。「ポプケ」はアイヌ語で“暖かい場所”を意味し、

障がいのある人もない人も、

全ての人々に暖かい場所でありたいとの願いが込めら

れています。

お披露目式には、帯広市を始め保護者や関係事業者

等、約

ンでは、ハンド・パン

べー

ダンスのコラボが披露され、大いに会場を盛り上げて

くれました。そして、創作活動の拠点“アートスペー

スぐるぐる”と、創作作品の常設展示場“白樺通り美

術館”の内覧会が行われ、多くの来席者から称賛のお

言葉を頂きました。皆さん、是非、「ポプケ」に足を運

んでみてください！！

 

10

ィーを行いました。

皆さん園内活動で制作したドラキュラや魔女、フラ

ンケンシュタインなどの衣装に着替えられ、とても似

合っていました。職員も一緒に仮装し、男性職員は女

装なども行い、皆さんと一緒に楽しくハロウィンパー

ティーを行いました。ハロウィンということもあり、

ゲームとしてボーリングのピンにお

付けて、ゴーストバスターズボウリング大会を行いま

した。皆さん大接戦で、とても盛り上がりました。

ボ

ハロウィンを満喫されていました。来年はどんな仮装

になるのか楽しみです。
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んでみてください！！（坪井一身）
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ダンスのコラボが披露され、大いに会場を盛り上げて

くれました。そして、創作活動の拠点“アートスペー

スぐるぐる”と、創作作品の常設展示場“白樺通り美

術館”の内覧会が行われ、多くの来席者から称賛のお

言葉を頂きました。皆さん、是非、「ポプケ」に足を運

（坪井一身） 

日に園内活動にてハロウィンパーテ

皆さん園内活動で制作したドラキュラや魔女、フラ

ンケンシュタインなどの衣装に着替えられ、とても似

合っていました。職員も一緒に仮装し、男性職員は女

装なども行い、皆さんと一緒に楽しくハロウィンパー

ティーを行いました。ハロウィンということもあり、

ゲームとしてボーリングのピンにお化けのイラストを

付けて、ゴーストバスターズボウリング大会を行いま

した。皆さん大接戦で、とても盛り上がりました。

ーリング後には皆さんでケーキやおやつを食べ、

ハロウィンを満喫されていました。来年はどんな仮装

（栁沼真也） 
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ひとこと      テーマ「忘年会」 

 

 

 

 

 

女性①グループ 

       飯沼琴美 

 男性グループ 

佐野翔太 

 12 月 3 日に鶏の伊藤にて忘年会を行いました。雪も

降らず良いお天気で絶好の忘年会日和でした。 

ボリュームたっぷり！で美味しい料理をたくさん食

べ、皆さん満足そうでした。最後に簡単なミニゲームを

行い、平成最後の忘年会楽しく終われたのではないかと

思います。参加していただいた保護者の皆様、ありがと

うございました。 

１２月４日（火）ホテルグランヴィリオにて忘年会

を行いました。天候は晴れで暖かい中で開催する事が

でき、全員で美味しい料理を楽しむ事が出来ました。 

食事中は１年間の行事等のスライドショー上映や、

ミニゲーム「くじを引いて華麗に変身！！」を行ない

記念写真の撮影も楽しまれました。参加された保護者

の皆様、お忙しい中ありがとうございました！ 

 

 

 

 

 

女性②グループ 

打矢淑子 

 あおぞらグループ 

森達也 

女性②グループは１２月７日十勝ガーデンズホテル

にて忘年会実施しました。保護者の方も２名参加してい

ただき、豪華なコース料理をのんびりと皆さんでお話し

しながら頂きました。食事は盛りだくさんで満腹でした

が皆さん良い表情で楽しまれ、１年を振り返る楽しいひ

と時となりました。最後は皆で記念に集合写真をとって

終了しました。 

12 月 12 日、あおぞら科の忘年会を第一ホテルで

行われました。当日は利用者 16 名と保護者の方 8 名

に参加していただき、大人数で実施する事が出来まし

た。会食、ゲーム、利用者数名のハンドベルによるク

リスマスソングの演奏があり、盛り上がりました。み

なさん食べすぎることなく、楽しめたと思います。参

加された保護者のみなさまありがとうございました。 

 

 

 

 

 

女性③グループ 

長橋かおり 

 介護棟女性グループ 

川口沙織 

１２月１４日 2 階訓練室にてあかりユニット 3 名の

利用者さんと忘年会を行いました！ 

みんなでランチタイム♪の後、シャンソン化粧品伊藤様

をお招きし、ハンド・フットマッサージを行いました。

施術後は目に見えて分かるくらい血行が良くなり、身体

も心もポカポカに！…マッサージで 1 年の疲れを癒せ

たでしょうか？ 

１２月１８日、介護棟女性利用者４名で忘年会を実

施しました。柳月スイートピアガーデンにてクッキー

作り・ケーキ作りを実施し、最初は皆さん緊張してい

た様子でしたが徐々に笑顔も見られ楽しそうに参加

されていました。昼食は豪華な寿司の弁当と作ったケ

ーキを食べ、その後はカラオケでたくさん歌を歌い満

足されたようでした♪ 

医
務
よ
り 

学園では１１月12月でインフルエンザのワクチン接種を

終えていますが十勝管内でインフルエンザが流行し始めて

います。学園内での罹患者はいませんが、法人内、他事業所

ではインフルエンザの罹患者も出ており、早くも猛威を振る

っています。 

感染拡大を防ぐため、外出後のうがい・手洗い、職員室や

玄関など不特定多数が多く触れる箇所の消毒を行い感染予

防に努めています。利用者さんが笑顔で健康で過ごせるよう

に日々の健康管理を職員全員で行っていきます。（小西順子） 

学
園 

カ
レ
ン
ダ
ー 

1 月 ブラッシング指導 

 

2 月 節分 

ウィンターフェスティバル 

 

3 月 ひな祭り 

   お疲れ様会 
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