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社会福祉法人あかつき福祉会 広報誌

寒かった冬もようやく終わりを迎え、徐々に
過ごしやすい毎日を迎えられる季節になりました。

４月１日より新年度がスタートしました。

新型コロナウイルスやウクライナ情勢など心配
な話題が連日続いていますが、今年度もご利用者
の皆さんと職員が一緒に楽しい１年にしていける
よう、色々な活動・作業に取り組んでいければと
思っています。

令和４年度もよろしくお願いいたします！

「地域で生きる」市民講座を開催

令和４年３月11日、障害者福祉センターささゆり園において当福祉会主催の「地域で
生きる」市民講座を開催し、コロナ禍にも関わらず43名の方にご参加いただきました。

今回は【地域の社会資源を知って、困った時に備えよう！ ～身近に相談できる人は
いますか？～】をテーマに、主に箕面市を拠点に活躍されている４名の福祉専門職の方
をお招きして、障害者の権利擁護や成年後見に伴う地域の取り組み・社会資源、課題
などについて講演とパネルディスカッション形式でお話いただきました。

４月を迎え、新年度が始まりました

年４回発行（１月/４月/７月/10月）

http://www.m-akatsuki.co.jp/
http://akatsukiminoh.blog.fc2.com/


箕面市立あかつき園・
ワークセンターささゆり豊川南小学校との交流

鬼退治ゲーム 箕面市立あかつき園・
ワークセンターささゆり

「あかつき園・ワークセンターささゆり」では、
活動や作業のなかで、ペットボトルキャップを使
わせていただいております。

昨年に引き続いて、豊川南小学校エコ委員会の
皆さんがペットボトルキャップをたくさん集めて
くださったとの連絡をいただき、早速受け取りに
行ってきました。

3月で卒業する児童さんもいらっしゃるため、
何とか卒業式までに行ければと調整していました
が何とか間に合いました。豊川南小学校の皆さん、
今年もありがとうございました！

節分に合わせて、就労継続支援Ｂ型の
皆さんと「鬼退治ゲーム」を作りました。

鬼やお多福の画像を、ハサミで丁寧に
切って組み立てます。鬼３匹がじゃばら状
に繋がっており、鬼に豆を当てると豆の
重みで後ろに倒れ、次の鬼が現れます。
鬼を３匹倒すとついにお多福が現れます。

「鬼はー外ー、福はー内ー」

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、通所
自粛されているご利用者も多かった今年の
節分では「コロナはー外ー」と叫びたい気分
のなか、少しでも皆さんに節分を楽しんでい
ただくことが出来て良かったです。

箕面市立あかつき園・
ワークセンターささゆりアルミチューブのリサイクル

コンビニエンスストアの約４.５倍の店舗数があると言われる
美容院。美容院で使用済みとなった毛染め用アルミチューブを
リサイクルする作業を令和３年度より行っています。

ご利用者の皆さんの工賃向上、また「SDGs」に繋がる作業
に当初は就労継続支援Ｂ型の皆さんと、令和３年度末より生活
介護のご利用者の皆さんとも一緒に取り組み始めています。



箕面市立あかつき園・
ワークセンターささゆり作品の展示会

３月下旬より４日間にわたって、「あかつき園・ワー
クセンターささゆり」１階チームのご利用者の皆さんが
活動の中で創作した作品の展示会を開催しました。

コロナ禍ということもあり、皆さんが活動されている
ワークセンター棟ではなく旧ショートステイ棟に各作品
を展示させていただき、朝から夕方まで開放してご家族
の皆様には自由に観に来ていただくかたちとしました。

絵画・工作・写真など、どの作品もご利用者の皆さん
の個性が溢れています。

緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の適用期間が長
く、どうしても屋内活動が多くなった令和３年度でした
が、その活動のなかで皆さんが作られた作品をご家族の
皆様にも披露させていただくことが出来ました。

広島をめざして‼ 箕面市立あかつき園・
ワークセンターささゆり

就労継続支援Ｂ型では、皆さんに人気の高い新幹線
の停車駅を使った「ウォーキング表～広島をめざして
がんばろう‼～」をつくってウォーキングに取り組ん
でいます。

新大阪→広島間の走行距離を表にして、進んだ距離
に応じて「ウォーキング表」に色を塗っていきます。

外出自粛もありましたが、この１年で【45万歩、
136km】を進み、岡山目前まで来ました。引き続き
皆さんと終点の広島をめざして頑張っていきます！



恒例のささゆり園「年度末報告会」を開催し、ご利用者の
皆さんと職員で令和３年度の振り返りを行いました。

ウイングチームの皆さんは、１年かけて取り組んだ「ハン
ドベル」の演奏、令和３年度に取り組んだ「創作活動」「ゲ
ーム活動」などの報告をされました。

アンバーチームの皆さんは、マーブリングを使ってアーチ
に飾り付けして作ったゲートから登場、それぞれこの１年に
作られた作品を披露されました。

最後に、全員で１年間の活動をまとめたスライドショーを
鑑賞、皆さんの笑顔溢れる写真とともに令和３年度を振り返
ることが出来ました。

令和４年度も楽しく
過ごしていきましょう‼

箕面市立障害者福祉
センターささゆり園節分ゲーム大会

箕面市立障害者福祉
センターささゆり園

今年の「ささゆり園」の節分は、ボーリングでチーム
対戦を行いました。ボーリングのピンを鬼に見立てての
「鬼退治」です。

まずは、みんなでゲーム大会の準備を行いました。

準備ができたらいよいよゲーム開始！
皆さん見事なストライクで鬼退治、鬼は外へと去っ

て行きました。

出来るだけ密にならないように、各チームで分かれ
てのゲーム大会とはなりましたが、今年も皆さんと
楽しく節分を過ごすことが出来ました。

年度末報告会



わんすてっぷ

年始行事
年始に、ご利用者の皆さんと帝釈寺（箕面市）詣でに行って来ました。

立派な山門に大きな門松が飾ってありました。ちょうど誰もお参りされていない時間帯で、
わんすてっぷのご利用者、職員でゆっくりお参りすることが出来ました。

また、書初めも行いました。

「うどん」「からあげ」などの食べたいもののほか、好きな歌手やお願い事など、皆さん
思い思いに一生懸命書かれていました。

わんすてっぷ

創作活動いろいろ
最近の創作中の様子、作られた作品の一部をご紹介します。

箕面市立あかつき園・
ワークセンターささゆり

箕面市立障害者福祉
センターささゆり園

わんすてっぷ

「七福カレーめん」

海老天、卵焼き、豚肉、レンコン、ゴボウ、かまぼこ、ネギの
7種類がトッピング。どれから食べるか…皆さん悩んでいました。

「ちらし寿司」

酢飯の中に高野豆腐、竹の子、にんじん、干ししいたけ。エビ、
桜でんぶ、菜の花、錦糸玉子、のりがトッピング。
皆さん、毎回真っ先にちらし寿司を口に運んでいきます。



作業療法士の笹井久嗣先生に「腰痛の原因、予防方法
を知り、腰痛を防ぐ正しい介助方法を知る」をテーマと
して、腰痛予防研修を実施していただきました。

今回は、実際に体を動かしながら日々の介助方法を振
り返ることが出来ればということで、椅子に座っての講
義ではなく自由な姿勢での研修となりました。

腰痛を起こさないための３原則「骨盤ポジションを
コントロールする」「体幹をニュートラルポジションに
保つ」「全身の連動性を高める」を意識し、腰痛を起こ
さない身体介助のヒントも多数教えていただきました。

今回の研修での学びを生かして、介護職の職業病とも
言える腰痛予防を図っていければと思います。

あ か つ き 福 祉

令和２年度に引き続き、大阪府のサービス管理責任者
養成研修および更新研修へのファシリテーター派遣依頼
をいただき、令和３年度も職員２名を派遣しました。

ファシリテーター役ではありますが、研修のなかで行
う演習を通して他事業所の方と意見交換を行ったり、共
通の課題に共感し合いながら解決策のアイデアをともに
考えたりと、ファシリテーター参加する職員も色々と学
べる良い機会となっています。

研修を通して学んだことを当福祉会内でも共有し、当
福祉会内でのより良いサービス管理へと繋げていきたい
と思います。

「あかつき園・ワークセンターささゆり」ではすでに
敷地内に防犯カメラを設置済みですが、このたび「障害
者福祉センターささゆり園」にも防犯カメラを設置しま
した。

【設置箇所】・入口付近 ２台
・駐車場 １台

設置により、不審者の侵入抑止とともに、万が一事故
や事件が発生した場合の事後確認を映像で行うことが
「障害者福祉センターささゆり園」でも出来るように
なりました。



当福祉会では現在、 Exelベースでの簡易な記録システ
ムを作成し、ご利用者のサービス提供記録等のデータ
ベース化に取り組み始めています。

それには初期のシステム導入費用がかかることもあり、
このデータベース化の取り組みを「ＩＣＴ導入支援モデ
ル事業」として国庫補助対象にしてもらえるよう厚生労
働省に申請をあげていました。

その結果が先日あり、無事採択されて国庫補助もいた
だけることとなりました。なかなか不慣れなシステム対
応で試行錯誤が続いていますが、うまく運用に乗せてい
けるよう取り組んでいきます。

３月に「健康経営優良法人2022」認定発表が行われ、
2021年に引き続いて当福祉会は認定をいただくことが
出来ました。

「健康経営優良法人」とは、経済産業省が健康経営に
積極的に取り組む法人を見える化するために設けた制度
のもと認定を受けた法人で、更新するためには毎年申請
→審査を経て認定を受ける必要があります。

【認定期間】令和４年3月9日〜令和５年3月31日

今後も、利用者支援に大きく関わってくる職員の健康
管理にも積極的に取り組みながら、健康経営を推進して
いきます。

会 の 取 り 組 み

当福祉会の運営する通所施設では、お昼は毎日給食を
提供させていただいています。

給食は「あかつき園・ワークセンターささゆり」の厨
房で一括して調理を行い、車で10～15分ほど離れた場
所にある「障害者福祉センターささゆり園」まで毎日車
で運搬を行っています。

これまで通常の軽自動車を使って運搬していましたが、
新たに保冷車を配備し、保冷車での運搬をスタートさせ
ています。

これから暑い夏を迎えるなかで、給食をより安心・
安全な状態で届けられるよう役立ってくれることと思い
ます。



【社会福祉法人あかつき福祉会について】

●昭和53年(1978年)に設立。
●箕面市内において「箕面市立あかつき園・ワークセンターささゆり」「箕面市立障害者福祉センターささゆり
園」「わんすてっぷ」「地域生活総合支援センター」の事業所を運営し、生活介護・就労継続支援Ｂ型・グルー
プホーム・相談支援などの各種「障害福祉サービス」を実施しています。

「子どものＳＯＳサインに1つでも気づいたら迷わずにお電話を！」

箕面市では、標記キャンペーンを現在実施中です。

児童虐待をなくすためには、周囲のみなさんが子どものＳＯＳサインに気づき、
通報していただくことが、何より重要です。
ＳＯＳサインに１つでも気づいたら、迷わず児童相談支援センターへお電話

ください。

（☎072-724-6233 ※夜間・休日は児童相談所虐待対応ダイヤル☎１８９）

社会福祉法人あかつき福祉会

５月 監事監査
６月 定例理事会、定例評議員会
８月 納涼祭
３月 定例理事会

■箕面市立あかつき園・ワークセンター
ささゆり

５月 春のイベント（所外活動等）
健康診断

６月 春のイベント（所外活動等）
健康診断
給食試食会・チーム別懇談会

７月 春のイベント（所外活動等）
健康診断、夏のスペシャルランチ
個人懇談（ご利用者・ご家族）

８月 個人懇談（ご利用者・ご家族）
９月 個人懇談（ご利用者・ご家族）

秋のイベント（所外活動等）
１０月 秋のイベント（所外活動等）

歯科検診
１１月 秋のイベント（所外活動等）

歯科検診
１２月 冬のスペシャルランチ
１月 個人懇談（ご利用者・ご家族）
２月 個人懇談（ご利用者・ご家族）

チーム別懇談会（ご家族）

■箕面市立障害者福祉センター
ささゆり園

４月 花見
５月 万博散策

個人懇談（ご利用者・ご家族）
６月 歯科検診
７月 健康診断、プール、家族交流会

個人懇談（ご利用者・ご家族）
８月 プール、流し〇△会

個人懇談（ご利用者・ご家族）
９月 園外活動
１０月 園外活動
１１月 園外活動、家族交流会
１２月 忘年会、クリスマス会

箕面保育園交流
１月 初詣

個人懇談（ご利用者・ご家族）
２月 節分

個人懇談（ご利用者・ご家族）
３月 障害者問題市民講座

年度末報告会、家族交流会

■わんすてっぷ

５月 春の所外活動
６月 春の所外活動
７月 そうめん流し
８月 かき氷祭
１０月 健康診断、歯科健診
１１月 健康診断、歯科健診

秋の所外活動
１２月 秋の所外活動、クリスマス茶話会
２月 節分茶話会

■地域生活総合支援センター

（第2つながりの家・第11つながりの家）

７月 グループホーム運営委員会
８月 納涼祭参加
９月 避難訓練
１２月 忘年会
１月 グループホーム運営委員会
２月 避難訓練

（期間）

令和4年4月1日～令和5年3月31日

（年間予算総額）

700,544千円

※新型コロナウイルス感染状況等により、中止・延期・内容変更することがあります。


