＜ケアホーム愛の鈴便り＞
「ケアホーム愛の鈴」は、今年で開設５年目を迎えます。これも一重に、支援して下さる皆様の
お陰と感謝申し上げます。これからどのように歩むべきか？何を大切にするべきか？私はその答え
を、ある副牧師の説教に見出しました。「根曲の木」は、豪雪地域では、雪の重さで、山の斜面に
押されるように伸びる為に、根が曲がって成長するそうです。その為に建築材料としては、不適切
で使い物にならない、でもその自然の湾曲の美しさと強さを使って、宮大工は、そのまま手を入れ
ずに芸術作品に仕上げるそうです。
“有りの儘”を生かすのです。
障がいがあったり、傷ゆえに重荷を負って曲がったとしても、尊い人です。それなのに、主観が
“直したがり”ます。障がいを持っている、いないに関わらず、有りの儘を受け入れられる、そし
て助け合えるホームになるように努めたいと思います。

管理者

植草

ケアホーム一日旅行（横浜）

2016 年 11 月 6 日、
「電車と
バスで、横浜に行きたい！」

料理に

という利用者の希望を実現

大満足

しました。全て自分達で計
画する苦労もありましたが、
利用者も職員も協力し合っ

大さん橋ロビーにて

て、大満足の楽しい一日で
した。
利用者の声です。
Ｒさん「（車椅子の）他の
利用者を助けられて良かっ
た」

ロイヤルウイング号の前で

食事も進みます

ＨＳさんとＯさん「船に乗
れて楽しかった。赤レンガ

東京湾を背に

倉庫が良かった」、
Ｋさん「クルージングしなが
ら、ランチしたのが良かった」
ＡＹさん「電車に乗れて良か

協力し合って移動

った」
ＭＳさんとＦさん「船の外に

安藤百福の像を前に

出られて嬉しかった」
ＲＹＫさんとＲＹさん「カッ
プヌードルを作ったのが楽し
かった」
Ｉさん「喫茶店でケーキを食
べられて嬉しかった」

カップヌードルパッケーづくり

光子

誕生会・クリスマス会

料理作りにはボランティアの方々にご協力いただきました。ありがとうございます。
＜Ｉさん誕生会＞
皆さんから頂く優しい言葉に耳を傾け、
また、催し物のダンス（ピコ太郎、Ａ
ＫＢ４８）には少し緊張しながらも、
見入っていました。
＜Ｏさん誕生会＞
Ｏさんの通所先の職員さんも参加し、
賑やかな会となりました。利用者と職
員による手品の披露や、小説本のプレ
ゼントなどがありました
＜ＲＹＫさん誕生会・クリスマス会＞
誕生会では、料理に大満足されていま
した。クリスマス会ではキャンドルサ
ービスのあとにビンゴ大会を行い盛り
上がりました。

まちだミュージックフェスティバル
12 月９日に開催されたまちだミュージックフェスティバル。
実行委員長は、ケアホームの「お兄さん」として皆に慕われて
いる O さんでした。最後の挨拶では、職場のリス園の皆さん
からも大きな声援が聴かれました。

感

謝

この冬も、皆様から心温まる品々をいただきました。
いつも、お心遣いくださり、まことにありがとうございます。

３月

平成 29 年３月～平成 29 年５月の主な行事・予定
４月

誕生会（Ｋさん）
防災訓練 利用者会議
体重・血圧測定
スタッフ会議 支援会議
保護者会 スタッフ面接

５月

平成２９年３月の理事会・評議員会で
平成２９年度事業計画の承認を経たのち
公表いたします。

理事・評議員会 報告
定例第二回及び第三回の会議で、以下の議題が承認・報告されました。
☆ 定例第二回 理事会・評議員会報告（平成２８年１１月２１日 開催）
議題

・法人寄附受入活動について
・平成 28 年度

第２次補正予算（案）について（本部・町田おかしの家・ケアホーム愛の鈴）

・利用者預り金等管理規程（案）及びケアホーム愛の鈴運営規程（案）等の改定について
・社会福祉法人制度改革に伴う定款変更及び変更認可申請並びに評議員選任・解任委員会の設置及
び今後の流れについて
報告事項

・新グループホーム運営計画について

・町田おかしの家を支える会

☆ 定例第三回 理事会・評議員会報告（平成２８年１２月１２日 開催）
議題

・社会福祉法改正に伴う定款の変更について

・法人寄附活動委員会（仮称）について

・新グループホーム建設運営準備委員会（仮称）について
報告事項

・前回議事録（11/21）について

・町田おかしの家第三者評価受審結果について

・町田おかしの家を支える会

☆ 臨時第①回 理事会・評議員会報告（平成２９年１月３０日 開催）
議題

・評議員選任・解任委員会の設置について

報告事項

・評議員選任・解任委員会の運営細則（案）について

・評議員選任・解任委員会の報酬（案）について

・次期評議員候補者（案）について

・評議員選任・解任委員会の委員の選任について

・町田おかしの家第 3 次補正予算（案）について

・前回議事録（12/12）について

・各事業所からの運営状況報告

・町田おかしの家を支える会

ご寄附を頂きました（平成２８年１０月１５日～平成２９年１月２０日現在）（敬称略）
法人本部へのご寄付
〈事業所運営資金として〉
曙フーズ㈱ 小野恭子 小野道久
坂東道子 淺川芳子 齋藤美智子
加藤雅子 松岡浩子 目黒美智子
大川従道・道子

町田おかしの家へのご寄付
〈事業所運営資金として〉
町田おかしの家を支える会
国際ソロプチミスト町田ｰさつき
田邊みよ子 阪智香子 勝野保夫
大川従道・道子

ケアホーム愛の鈴へのご寄付
〈事業所運営資金として〉
田邊みよ子 阪智香子
小林悟 猪野塚重
大川従道・道子

＜町田おかしの家＞
(有)プランテック片山様、川崎景太・ろまん様、谷礼子様、利用者のご家族他たくさんの方々
から贈り物をいただきました。

皆様、本当にありがとうございました。

ご近所の鈴木様より「ゆず」
・
「カ
ラーコーン」、箱根教会の岡本様か
ら「電熱器」を頂きました。
また、利用者さんのお母様が植え
て下さったみかんがたくさんなり、
皆で頂きました。また、いつもきれ
いな花を植えて下さっています。

心から、感謝いたします。

誕

生

会
ケーキをかこんで、
利用者・職員の伴奏で
♪ハッピーバースデ
ィ～♪の歌を歌い、皆
で誕生日のお祝いを

１１月１４日

１２月１２日

しました。

１月３０日

１１月生まれＭＭＯさん １２月生まれＩさん、Ａさん、Ｕさん、ＭＭＡさん

１月生まれＨさん

＜その他の出来事＞・１２月、２月 レインボー新聞を掲示しました。
・

町田ﾐｭｰｼﾞｯｸﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ（MMF）実行委員会に利用者Ｍさんと職員参加。
実行委員会開催日（第 1 回 9/9、第 2 回 10/14、第 3 回 12/2、第 4 回 12/16）

・

レクリエーション（MMF の練習） １１／２８、１２／６
館内での練習と、いつもお世話になっている簗田寺さんの駐車場をお借りして
リハーサルを行いました。ありがとうございました。

MMF 直前
リハーサル

防災訓練
いざという時に備えて、毎月防災訓練をおこない、皆で防災に対する意識を高めています。
11/15： DVD「地震だ！その時どうする？」を視聴し防災についての知識
を学びました。また不審者を想定して、防犯についての訓練も行
いました。
12/16： 地震を想定し、慌てずに安全な場所で身を守れるように訓練を行
うとともに、家庭への緊急メール配信訓練を行いました。
1/20： 火災の発生を想定し、どのような状況においても安全な身体防護
の体制がとれるように、避難訓練を行いました。
町田おかしの家
期

間

実習生受け入れ状況（Ｈ２８年１１月～Ｈ２９年１月）
内

容

来 所 者

11 月 15 日

ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ

町田の丘学園中等部 3 年生

女子 1 名

11 月 14 日～11 月 18 日

ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ

立川ろう学校高等部 2 年生

男子 1 名

11 月 21 日～11 月 25 日
12 月 12 日～12 月 16 日

職場体験
現場実習

町田市立薬師中学校 2 年生
町田の丘学園高等部 3 年生

男子 1 名
男子 1 名

３月

平成２９年３月の主な行事、予定
４・５月

7～24 日 個人面談
10 日 支える会主催 お楽しみ旅行
（保護者担当）
17 日 誕生会
28 日 利用者・家族の会
防災訓練
体重測定
理事会・評議員会（13 日）
職員全体会議

３月１３日の理事会・評議員会で承認の後「平成２９年度
事業計画」を発表しますので、しばらくお待ち下さい。

