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サービス管理者のつぶやき

関東地区の梅雨が明けました。梅雨明け前から暑い日が続き、猛暑日が続いていま

す。都内で雹が降ったり急な豪雨が降ったりしました。今年のゲリラ豪雨発生は7000

回を超えるとの報道がありました。そのうち、関東甲信は2000回以上との予測です。

被害にあわないよう対策を検討しなければなりません。

気象庁では、「高解像度降水ナウキャスト」という雨の実況と短時間の降水予報を

発信しています。これを見ると、現在雨がどこでどれくらいの強さで降っているのが

わかります。一辺が250メートルとかなり細かな情報が確認できることに加え、30分

後までの実況と予報が5分ごとに更新されています。入道雲が湧きだしたら、「高解

像度降水ナウキャスト」で周辺の状況の把握と、その後の予測を確認したいと考えて

います。　(Y)
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～ハーブ庭園旅日記と～ハーブ庭園旅日記と
　　　リニア見学センターの旅～　　　リニア見学センターの旅～  



第5期障害者計画

八王子生活実習所　施設長　安田喜人

大雨による被害発生の報道が続きました。九州北部豪雨では、34名の方

が亡くなりました。ご冥福をお祈りします。行方不明の方がまだ7名もいる

ほか、800名もの方が避難生活を送っています。少しでも早い復旧を祈りま

す。微力ではありますが、武蔵野会でも義援金を贈ることにしました。

八王子市では平成27年度に八王子市障害者計画・第4期障害福祉計画を策

定し、両計画に基づいて各種障害者施策を行っています。計画は3年単位を

一期としていますので、30年度からの新たな障害者計画及び障害福祉計画が

必要となります。現在、「八王子市障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉

計画策定部会」による新たな計画の策定が行われています。部会には障害当

事者や、障害者団体代表のほか市民公募による委員もいて、4月から毎月2回

の会議を行っています。

第4期障害福祉計画の期間に、国の法律や制度も変わりました。平成28年

4月には「障害を理由とする差別の禁止の推進に関する法律（障害者差別解

消法）」が施行され、平成30年4月には、障害者雇用促進法の改正により、

障害者の法定雇用率や算定基礎に精神障害者が加えられることになります。

また、障害者総合支援法の改正により、「自立生活援助」や「就労定着支

援」といった新たなサービスが追加されます。八王子市の第5期障害者計画

にもこの視点を加えて策定されることになります。

八王子生活実習所でも、自立支援協議会の地域移行・定着支援部会と知

的ワーキンググループに職員が参加していますので、次期計画の策定につい

て、自立支援協議会を通して意見を挙げていきます。特に重点的に取り組む

べき課題として、次のことを訴えていきます。

・医療ケアの必要な方たちへの居場所の拡大

 （生活介護や短期入所を含む）

・地域生活を継続するための生きがいや楽しみを得る場所の確保

・居宅介護や重度訪問介護の時間増（上限の見直し）

・グループホームなど住みかの確保

また、時間がかかりましたが、新たな事業をする場所の確保のめどが立

ちました。生活介護に加えて、グループホームや短期入所の機能を持たせる

計画です。現在、八王子市内に不足しているサービス拡大の一助になればと

考えます。



プラットホーム

アートH S J展

宿泊旅行⑦
　～ハーブ庭園旅日記とリニア見学センターの旅～

宿泊旅行⑧
　～山梨県立美術館・和紙の里紙漉き体験の旅～

第7回宿泊旅行は7月6日、7日の日程で「ハーブ庭園旅日記」と「リニア見学セン

ター」へ行ってきました。前日まで台風3号の影響が心配されましたが、そんな心配を

吹き飛ばすかのような陽気となりました。マイクロバスの車内で音楽が流れると元気に

歌いだす皆さん、高速道路に入ると旅行気分はさらに盛り上がります。大きな渋滞もな

くあっという間に山梨県笛吹市へ到着し、まずは腹ごしらえです。山梨の代表的な郷土

料理である、ほうとうが有名な食事処「味馬車」でお昼ご飯を頂きました。名物の「ほ

うとう」をはじめ、評判の「天ぷら定食」、店オリジナルの「白ほうとう」など皆さん

それぞれ好きなものを堪能した後、次に向かったのは「ハーブ庭園旅日記」です。ここ

では季節のハーブが花と香りで私たちを迎えてくれます。体験工房では手作り石鹸づく

りに挑戦し、ローズマリーやラベンダーといった爽やかで上品な香りの石鹸が出来まし

た。宿泊先の「かんぽの宿石和」では、夏らしい涼風感のある懐石料理に舌鼓を打ち、

温泉でほっこりした後、ゆっくりと体を休めました。

2日目も晴天に恵まれました。朝食はレストランブッフェで好きな料理をそれぞれ選

んでお腹いっぱい食べました。宿を出発して最初の目的地は「リニア見学センター」で

す。実物大のリニアの前で記念写真を撮影し、ミニリニアに乗って超電導の不思議を体

験しました。またミニシアターでは時速500kmの世界を体験することができ、日本の交

通の未来を垣間見たような気持ちにしてくれます。その後は「道の駅つる」で富士湧水

ポークを使用したハンバーグや炭のソフトクリームや野菜のジェラードを皆さんで食べ

て実習所へ戻りました。グルメや自然、未来など山梨の魅力をいっぱい体験できた楽し

い旅行となりました。（宮道）

7月13日、14日に第8回宿泊旅行へ行きました。皆に見送られて出発し、中央道の双葉

サービスエリアで昼食をとりました。ハッシュドオムライスや手ごねハンバーグなど、

美味しくてボリュームのある料理に皆さん自然と笑みがこぼれていました。昼食後、エ

リア内にあるスマートICから一般道に出て「芸術の森公園」に向かいました。広い園内

には高さ4mほどもある岡本太郎さんの彫刻作品や、大きなりんごを表現したステンレス

製の作品、ケンタウルスをイメージしたブロンズ像などが展示されています。緑が多

く、時折り心地よい風が吹く園内を、様々な作品を見ながらゆっくり散策しました。そ

の後はミレーの美術館として知られている「山梨県立美術館」を訪問し、数多くの絵画

や彫刻、点字で作品を紹介した「手で見るミレー」などを楽しみました。2日目は富士

川沿いに南下して、身延町にある「なかとみ和紙の里」まで足を延ばしました。そこに

は地元の西嶋和紙を使って字漉き、うちわ漉き、灯り漉きなどの紙漉き体験ができる工

房があり、今回は皆で「うちわ漉き」体験を行いました。まず最初に和紙を漉いてか

ら、その上にうちわの骨組みを置きます。次にもう一度和紙を漉き込んだ後、色付きの

原料で線や絵を描いていきます。最後に乾燥させれば作品の完成です。講師の指導のも

と、皆さんそれぞれ自由に色を描いて楽しみました。乾燥するのを待つ間、敷地内にあ

る食事処「味菜庵」で昼食を摂りました。その後乾燥して出来上がったうちわ漉き作品

を受け取って、お互いに出来栄えを見せ合いながら帰途につきました。（清水）



アートH S J展

今回の歳事は七夕の様子をご紹介します。まずご近所のお宅に伺い、お庭に生えてい

る葉ぶりの良い笹竹を頂きました。天井の高さを優に超える、たくさんの笹の葉が茂っ

た立派な竹です。次に「ちょうちん」「吹き流し」「輪かざり」「あみかざり」など、

七夕を彩る飾りを折り紙で作ります。様々な色や模様の折り紙を使うことで、とても華

やかな感じになりました。そしていよいよ短冊に願い事を書いていきます。皆さんペン

を握り、真剣な面持ちでしばらく考えてから、「新幹線に乗って北海道へ出掛けたい」

「おなか一杯大好きなケーキを食べたい」「フェラーリに乗ってドライブしたい」な

ど、それぞれ思い思いの願い事を書き上げて、飾りと合わせて笹竹に吊るしました。当

日の夜空は雲が多く、あまり星は見られませんでしたが、皆さんの願い事がいつか叶う

事を楽しみに待っています。（清水）

リア内にあるスマートICから一般道に出て「芸術の森公

園」に向かいました。広い園内には高さ4メートル程もあ

る岡本太郎さんの彫刻作品や大きなりんごを表現したステ

ンレス製の作品、ケンタウルスをイメージしたブロンズ像

などが展示されています。緑が多く、時折り心地よい風が

吹く園内を様々な作品を見ながらゆっくり散策しました。

その後はミレーの美術館として知られている「山梨県立美

術館」を訪問し、数多くの絵画や彫刻、点字で作品を紹介

した「手で見るミレー」などを楽しみました。

2日目は富士川沿いに南下して、身延町にある「なかと

み和紙の里」まで足を延ばしました。そこには地元の西嶋

和紙の技法を使い、字漉きやうちわ漉き、灯り漉きなどの

紙漉き体験ができる工房があります。今回は皆で「うちわ

漉き」の体験をしてきました。まず最初に和紙を漉いてか

ら、その上にうちわの骨組みを置きます。次にもう一度和

紙を漉き込んだ後、色付きの原料で線や絵を描いていきま

す。最後に乾燥させれば作品の完成です。講師の指導のも

と、皆さんそれぞれ自由に色を描いて楽しみました。乾燥

するまで敷地内にある食事処「味菜庵」でゆっくりと昼食

を楽しみました。食後に出来上がったうちわ漉き作品を受

け取って、お互いに出来栄えを見せ合いながら帰途につき

ました。（清水）

歳 　時　
　　～七 夕 飾 り～

エフォートエフォート



八生実セミナー
　　　　～摂食・嚥下の基本～

7月19日(水)に金　志純（きむ しすん）氏をお招きし、「摂

食・嚥下の基本」というテーマで八生実セミナーを行いました。

当日は八王子生活実習所職員を含め、近隣施設からの職員参加も

あり50名程で貴重なお話を伺うことが出来ました。

金氏は東京小児療育病院 みどり愛育園に在籍、「NPO法人 口

から食べる幸せを守る会」に所属され、摂食・嚥下障害認定看護

師として広くご活躍されています。

セミナーは嚥下障害を持つ方達の安全な食事について、実際の

食事画像やVF画像を観ながら進めて頂きました。摂食嚥下の機能

と役割、誤嚥性肺炎の発症要因の話から始まり、嚥下障害を持つ

方の背景（人的・環境的要因や栄養状態など）にも目を向けた包

括的な支援方法をお話しくださいました。また過敏除去の行い方

や食事の際の安楽な姿勢と介助のポイントでは、介助する際に役

立つより具体的な技術方法を分かりやすく解説して頂きました。

実際に二人一組となり舌とスプーン使って、スムーズに嚥下がで

きる介助方法を教えて頂き、自ら実感する事が出来ました。

利用者の皆さんに安全で美味しい『食』を提供するために、支

援者が正しい知識と適切な技術を身につける事の大切さを学ぶこ

とができました。（小川）

アトリエサークル
　　　～春の野原を作りましょう～

5月と6月の2回にわたって「春の野原を作りましょう」というテーマで作品制作を行

いました。1回目に野原の土台となる部分を作りました。手作りスポンジやローラー、

刷毛などを使用し、ダイナミックに絵具を塗っていきます。ホールに敷き詰められた紙

に塗っているうちに、動きも大胆になり、裸足で楽しみながら塗る方もいらっしゃいま

した。2回目は野原に咲かせる花を作りました。お菓子模様の紙やアロマオイルで香り

をつけた紙を使う方など、思い思いに世界で一つの花を作ります。前回作った野原に咲

かせ、皆でお散歩をしながら巡って楽しみました。（高橋美江）



グループ往来
日差しが強くなり、暑さも本格手になる季節。いよ

いよ、夏到来です！！季節の創作活動やグループ

独自の活動が盛り上がる季節です。今月も、各グ

ループの様子をご紹介します。

宙　～そら～

海･渚　～うみ･なぎさ～

今回は創作活動で「梅シロップ作り」を行いました。

実習所の敷地内にある梅の木に実った黄色く大きな梅の実を摘みました。その後、梅の

下処理で水洗いとヘタ取りを行いました。大きな瓶に凍らせた梅と氷砂糖、きび砂糖をま

んべんなく詰め合わせています。ほのかに香る梅の甘酸っぱい香りを楽しむように鼻を近

づける方や、どんどん瓶の中に溜まっていくお砂糖と梅を見つめる方など興味津々な様子

でした。約2週間1日1回かき混ぜて完成する予定です。今後、完成した梅シロップでゼ

リーやジュースを作るのを皆で楽しみにしています！（菅）

夏は虫に刺されやすい季節ということで、園芸や散策時に活躍する「七夕風虫よけ飾

り」を作成しました。虫はキラキラと光る物を嫌う習性があるので、夏のお日様にキラキ

ラ輝くテープを使い、プラ板にイカの足のように貼り付け、その板を筒状に丸めて完成。

風になびいてどこか実習所に涼し気な雰囲気を演出しています。作成した「七夕風虫よけ

飾り」で涼を感じながら、暑い夏を乗り切って行こうと思います。（萬歳）

凍らせた梅を瓶に入れました 氷砂糖ときび砂糖を
      加えました

瓶いっぱいに詰めました

飾りを付けています① 飾りを付けています② 素敵な作品が出来ました！！



今月の風グループは、枝豆収穫の様子をご紹介します。

6月に皆でプランターに植え、愛情を込めて育てた枝豆が立派な実を付けました。

出来栄えを確認しながら「嬉しいですね、水やり頑張りましたね」等と話して達成感

を味わいながら、丁寧に収穫しました。実った枝豆を見て優しい笑顔を浮かべ、喜ぶ皆

さんです。おやつレクの話題にも心を躍らせていました。

今後はおやつレクで調理して味覚でも楽しみたいと思います。（宮崎） 

立派に育ちました

星グループでは皆でドライブに行きました。

気温が高かった為、八王子城跡に行き展示物を見たり歴史のゲームをしたりしまし

た。その後は２階にある休憩スペースで飲み物やお菓子を食べ、一休みです。「美味

しいね」「楽しいね」と皆さん顔を見合わせながら、ゆったりとした時間を過ごしま

した。

実習所へ戻ると、「またみんなで行こうね！」とあちらこちらから聴こえてきて、

皆さんとても楽しまれた様子でした。（内田）

のんびりひとやすみ 皆でピース！！

丁寧に収穫しています

風　～かぜ～

星　～ほし～

大切な実の収穫に
少し緊張した様子です

楽しかったよ♪



実習所月予定

事業概要報告 報告対象月　平成29年6月分より報告

利用者数情報

利用者現員数                         　55名（定員40名）

障害者支援区分 区分2-1名 区分4-3名 区分5-6名 区分6-45名

実利用者延べ数　　　　　　　　　　　　1,093名

6月期利用率                   118.8パーセント

リスクマネジメント情報

事故件数累計                         　 1件

軽微事故件数累計                      　8件

ﾋﾔﾘﾊｯﾄ件数累計                       　 6件

苦情情報

苦情受付累計　　　　　　　　　　　　　　0件

要望受付累計　　　　　　　　　　　　　　0件

8月

6月

日 曜 午前 午後

　１ 火 災害伝言ダイヤル

　２ 水 　　 精神科相談　鶴田医師

　８ 火 内科検診（宙・風）出構医師

１９ 土 土曜開所 土曜開所

いよいよ夏本番です。今年も夏レクなど、たくさんの夏のプ

ログラムを準備していますので、皆さんと楽しく過ごしていきた

いと思います。

編集後記

今月で宿泊旅行がすべて終わり、次は個

別外出とわたぼうし祭りの準備が本格的に進

んでいきます。先日の夏祭りでウインクをする

花火の写真が撮れました。この花火を見てい

ると不思議と笑顔になります。

気温の高い日がこれからも続きますので、

普段から水分補給や衣服調整などに気を付

けて、健康管理には十分注意して夏を乗り切

りたいと思います。（Ｓ）
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