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第一長崎慈光園の特活。運動の後には、みんなでおやつを食べました。



～年度の初めに思う～

これまで6波にわたり、新型コロナウィルスの感染が拡大するなか、当園におい

ては、職員は利用者の命と生活を守り、１日でも早く日常を取り戻したいという

強い思いと使命感のもとに、継続したサービスの提供に懸命に取り組んでまい

りました。

ここに来て、社会全体としては、新型コロナウイルスへの対応として暮らしや経

済を立て直しつつ、ウイルスに対する備えを怠らないという道に舵を切ったように

思われます。

このような「Withコロナの時代」さらにはその先の時代においても、これら質の

高い福祉サービスを安定し、継続的に提供していくことが求められるところであ

り、これに適確に対応するには何よりもその実践を支え、将来の法人や福祉の成

長を担う「人材」を確保・定着・育成する取組みが極めて重要であると考えてお

ります。

そのためには、今年度は、「職員採用紹介制度」の導入等による人材の確保、

国の特例交付金に園の独自財源を加えた職員の給与の引上げ等処遇改善に

よる人材の定着、さらには昨年度立ち上げた「人材育成センター」を中心とする

効果的な研修等の実施による人材の育成に努めてまいります。

そのうえで職員の仕事に対するモチベーションを向上させ、将来の成長、発展

につなげていきたいと考えております。

併せて、これまで就労継続支援Ｂ型事業所の作業種目である「農業」を廃止

のうえ、通所系サービスの「生活介護」を加え、改めて「多機能型事業所」として

発足するサービス事業の再編を行います。

また、改修等の施設整備については、第一慈光園における利用者の高齢化、重

度化等への対応として、日中活動の場の拡大や第二慈光園男子棟の食堂新設

など利用者の居住環境の整備に取り組んでいきます。

これらのことを通じ、どのような状況下におかれても、職員が熱意や誇りを持っ

て業務に当たり、質の高い支援を継続的に提供できるような組織づくりに取り組

んでまいります。

社会福祉法人 長崎慈光園

理事長 立石 一弘
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令和３年、そしてまさしく今現在、世界の人々を震撼させ、驚愕さえ感じさせている大きな出来事が起

こっています。日本からは遠く離れていますが、メディアから流れてくる惨劇、リアルな映像が非現実的に

さえ思え、令和のこの時代に戦争と言う恐ろしい現実を目の当たりにし、感情を表す適切な言葉が見つ

かりません。残念なことに日々戦禍は増すばかりです。また、コロナ禍も重なり、思うような時間を過ごすこ

とが難しい毎日ですが、そのような状況であっても、好きな仕事に１４年近くも従事させて頂き、無事定年

を迎えることができましたこと、心から嬉しくもあり、安堵の気持ちを感じています。

こうして職務を全うできましたのも、理事長様はじめ、支えて下さった職員の皆様のお力添えのおかげ

です。‘ありがとうございました’。定年を迎え初心に戻り、‘ありがとう’の感謝の気持ちをお返しできるよう

に…。今一度、慈光園で仕事をさせて頂く機会を与えて下さり、嬉しく思っています。

また、利用者様（子供たち）と共に歩みながら、新たな人生を築き、成長していけるように努めさせてい

だだきます。これまで同様のご厚情を賜れば幸いです。よろしくお願いいたします。

阿比留美鈴
あ び る み す ず

年度末のお忙しい中、私たちの為に「定年を祝う会」を開いて下さりありがとうございました。

5年半の慈光園勤務でしたが、後半は新型コロナの影響で自分の思うような仕事ができずにいました

が、今日迄、利用者様に感染者が出なかったことは皆様に感謝する一番の事だと思っています。

4月からも引き続き勤務することになりますので、宜しくお願いいたします。

宮本恵美子
み や も と え み こ

定年を祝う会
3月31日(木)、本園体育館にて定年を

祝う会を開催しました。

今年も感染対策のため、利用者・職員

全員でのお見送りはできませんでした

が、在籍している事業所の利用者代表が

お礼の言葉を伝えたり、花束を渡したりし

て、お二人の定年を祝いました。

会が終わった後、それぞれの事業所に

戻り利用者の皆さんに挨拶をされました。



鎌田祐輔
かまたゆ うすけ

4月より正規職員として勤務させて頂

く事になりました。鎌田祐輔と申します。

以前、特別養護老人ホームで働いていた

経験があり、第一長崎慈光園での勤務も7月で1年

になりますが、今までと違う施設でまだまだ知識不足

な点があるので、日々学びながらがんばっていきたい

と思います。よろしくお願い致します。

音丸
おとまる

まどか
1月より第一長崎慈光園で勤務をし

ています。入社当初は、利用者の方の

対応に悩むことが多々ありましたが、先輩

の対応を真似たり、先輩にアドバイスをもらい応用し

たりで時間の流れと共に環境に徐々になれてきまし

た。今後も長崎慈光園の一員として利用者の方々の

生活の場を大切にし頑張っていきます。

中川禄貴
なかがわよしたか

今年度より正規職員としてあすなろ

棟で勤務することになりました。

こう見えてスポーツが好きで、今もバレー

とバドミントンをしています。 この元気と体力を生か

し、児童一人ひとりへの対応等、まだまだ未熟ではあ

りますが、あすなろ職員としての自覚と責任をもって、

児童・職員から信頼される職員を目指して頑張って

いきます。

太田静香
お お た し ず か

4月から第一長崎慈光園に入社した

看護師の太田です。今年3月まで、特

別養護老人ホームで勤務していました。ご

利用者様一人ひとりがその人らしく穏やかな毎日を

過ごせるように看護師として多職種連携を心がけ丁

寧なコミュニケーションを行っていきたいと思います。

よろしくお願いいたします。

坪田愛
つぼたあい

コロナ禍で、あまり外出が出来ないの

で新しい事を取り入れて、日々わくわく

して過ごして頂きたいです。慈光園の皆様

と出会えたことで毎日が凄く楽しいです。

山口美穂
や ま ぐ ち み ほ

４月から第二長崎慈光園でお世話に

なります、山口美穂です。コロナ禍でま

だまだ自由に活動できませんが、入居者

様が笑顔で過ごして頂けるように頑張ります。よろしく

お願い致します。

下田智栄子
し も だ ち え こ

令和3年11月1日より慈光園へ入職

しました。入職当時は利用者の名前を

覚える事で必死でしたが、早くも半年が

過ぎると少し余裕ができたのか支援員さん達の仕

事内容を理解する事ができる様になりました。今ま

での障害者施設での経験を生かしてスタッフ皆様の

支援・介助の力になれる様に日々努力して頑張りま

す。どうか長い目で見守って下さい。宜しくお願いし

ます。

高尾裕斗
た か お ゆ う と

今年の2月から働いています、髙尾と

申します。慣れないことが多く、ご迷惑を

かけてばっかりですが、周りの方に助けら

れながらも頑張っています。迅速かつ正確に仕事が出

来るように毎日を頑張っていきます。

池田早紀
い け だ さ き

1月1日付で入社し、楽しく忙しい毎

日を過ごしています。障害者の方が入

所する施設で勤務するのは初めての経験

で、どういう判断をして良いか分からない時もありま

すが、看護師の先輩方や長く勤めていらっしゃる支援

員の皆さんの指示やアドバイスをもらいながら、これ

から頑張っていこうと思います。



新しくゴムチップのグラウンドが新設され

ましたので3月の特別活動でグランドゴル

フとフライングディスクを行いました。高齢

化の波もあり全員参加は難しいかなと思っ

ていましたが、皆さんやってみると活き活き

とされていました♪今後も継続して行って

いきたいと思います！

新しい年を無事に迎えること

が出来ました。元日にはおせち

料理を食べて、活動で書き初

めを行い、新年の抱負、自分の

好きな事を

皆さん各々

に真剣に書

かれていま

した♪

特別活動

元旦、書き初め

バレンタイン
バレンタインは女性から男性にチョ

コを贈る日だけではありません！女

子だってチョコを食べたいということ

で、本日は、女性の皆さんで生チョ

コと温かいココアを美味しくいただ

きました。皆さん笑顔でご満悦の様

子でした♪
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新年が明け、コロナの流

行もありますが、利用者の

皆さん元気に過ごしまし

た。

2日は書き初め、9日には

神社にお参りに行き、1年

間の健康を願いました。

３月の特別活動として、花見

を行いました。

時期として少し早かったのも

あり、咲き始めではありました

が、気温も暖かく良い花見日

和となりました。

お正月

お花見

節分
２月3日(木)に特別活動として節分の豆まきをしました。

豆の代わりに新聞紙を使って、鬼に扮した職員にめがけ

て投げ、終わった後にはおやつを食べて笑顔でした。食事

では北北西を向いて恵方巻を食べました。
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すてっぷでは、今年3名の利用者

が成人式を迎えられました。

1名は1月3日に行われた東彼

杵町の成人式、他2名は8日に行

われた川棚町の成人式に参加さ

れました。

当日は法人内の他事業所へ挨

拶に行ったり、その後も勤めている

職場の方々からお祝いを頂いたり

されました。

新成人としてこれからも活躍して

いかれることを期待しています。

すてっぷでは、4月からサテライト型住居を設置し、1名利用を開始され

ました。

サテライト型住居とは、1人で暮らしたいというニーズにも応えて、地域に

おける多様な住まいの場を増やしていく観点から、本体住居(グループ

ホーム)との密接な連携を前提とした、一人暮らしに近い形態のサービス

を提供するものです。

自立に向けて、今後も支援を続けていきます。

成人式

自立に向けて

誕生会(はばたき荘)
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3月13日(日)、はばたき荘の誕生会を行いました。

特注のお弁当やケーキを食べながら、1～3月生まれの2

名のお祝いをしました。



就労継続支援Ｂ型事業所に生活介護事業所 す

まいるが合体して多機能型事業所ぶろーどが誕

生しました。

開所式では、理事長からご挨拶や職員の紹介な

どを行い、皆で多機能事業所のお祝いを行いまし

た。

その後、利用者会議を行い、昨年度の反省などの

意見や新しい利用者代表、リーダーを選出。

今年度の目標も決まり、新たな船出に皆気を引き

締めていました。

４月８日(金)、桜を観に西海町へ行って来ました。

ぽっかぽかのお天気で、心地いい季節になり、久々

の外出に皆とても嬉しそうにされていました。

桜は少し散っていましたが、桜に囲まれながらのお

弁当は格別でした。

第二西海橋を歩きに行ったり、日向ぼっこされたり

と気持ちいい天気に話も弾んでとても楽しい一日と

なりました(o^―^o)ﾆｺ

４月１日 新体制 多機能型 ぶろーど 始動

みんなでお花見
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生活介護 すまいる
事業所再編が行われ、今年度から多機能型事業

所 ぶろーど “生活介護 すまいる”としてスタートし

ました。

初めての活動は、鯉のぼりの貼り絵です。

皆、2日間かけて制作しました。どれも色鮮やかな

鯉のぼり(o^―^o)ﾆｺ

５日間かけて制作した方もおられ、こ

だわりの鯉のぼりはどれでしょう？

どの鯉のぼりも気持ちよさそうに泳い

でいますね(o^―^o)

また、来年も制作頑張ります。



昨年度は高校生６名、中学生２名、小学生４

名の計1６名が卒業を迎えました。3月6日に卒

業を祝う会を開催し、新たな門出をお祝いしま

した。コロナの影響で合唱やアトラクションを省

いた縮小版でしたが、担当職員や学校の先生

方からのお祝いメッセージもあり心温まる会と

なりました。
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卒業を祝う会

旅立ちの時

高校生の6人は順次新たな

場所へと巣立っていきました。

お別れは寂しいですが、立派

に挨拶をする姿は頼もしかっ

たです！ガンバレ(^o^)／

お花見
春休みには桜の下で春の訪れを感じながらお弁

当を食べました。コロナ禍で外出ができない日が

続いていますが、ピクニック気分で楽しい時間を過

ごしました♪学校から持ち帰ったチューリップも花

を咲かせました。

新入学
今年度は川棚中学校に2名、桜が丘

特別支援学校中学部に1名、川棚特別

支援学校中学部に２名、高等部に2名

が入学しました。

大きめの制服に袖を通した姿はお兄さ

ん・お姉さんらしく感じました。それぞれ

新しい学年となり、さらなる成長した姿

を見せてくれることと期待しています！！
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単独通園

昨年12月２３～24日に、単独通園の時間にイベントを

行いました！

部屋をクリスマスカラーに装飾し、子どもたちに飾りの制作を手伝って

もらったりフレームを使って写真撮影会を行いました。(*^_^*)

おやつはチョコパイにデコレーションをして楽しい時間を過ごしました♪

ポーズもばっちり！

時間をたっぷり使って、試行錯誤をしながら制作活動や

外遊びに励んでいました。段ボールでロケットや基地を

作ったり、工作ではモンスターボールやブーメランを作り

大満足の様子です♪

また、桜がきれいに咲いたので桜の木の下でお花見をし

ました。

外で食べるおやつはとっても美味しそうですね(*^_^*)

素敵な笑顔♡

避難訓練を実施しました！

2月24日に避難訓練を実施しました。回

数を重ねるにつれて、みんな落ち着いて

避難できるようになりました。

みんなで整列、

上手です！

昨年末に実施いたしました「放課後等デイサービスガイドライン」「児童発

達支援ガイドライン」に基づく保護者等アンケートの結果、及び事業者向け自

己評価表の結果をホームページに公開しています。ぜひご覧ください。

アンケートへのご協力、ありがとうございました。

ホームページ→https://jikouen.or.jp/

今年度も引き続き、新型コロナウイルス感染症対策のご協力をお願いします。

来所時のマスク着用、手指消毒、検温のお声掛けをさせていただきます。



今年度、法人内異動により構成メンバーが新しくなりました。

相談支援専門員５名体制で様々な地域の相談に応じられるよう、職員一丸となり

業務に励みますので、よろしくお願いいたします。

今年度も、昨年度の研修の実績を踏まえ、法人内の職員育成等を行います。

特に「職員の施設内虐待防止」のための研修は昨年に引き続き、主体的に計画実施を行っていく予定です。

早速、去る４月１２日には法人内の「新任職員研修会」として、障害の特性や支援の現状と今後の課題など、

１４名の新任職員へ講話を行いました。

法人内の各施設事業所と連携して、利用者の皆様とご家族に信頼していただけるような職員育成を目指し

てセンターとして貢献していく所存です。
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グランドが生まれ変わりました
令和4年1月、グランドの三分の二を職員及び来

客用駐車場に、三分の一をゴムチップ敷にし、ご利

用者の活動スペースにと生まれ変わりました。

活動スペースでは、グランドゴルフやフライング

ディスク行い、日々楽しまれています。

また、お昼休みには、ぶろーどのご利用者が、

ウォーキングをされ健康維持に努められています。

令和４年度は新メンバーでスタート‼  

障害児相談支援

計画相談支援

一般相談支援

いつでも、どなたでもご相談ください。

連絡先 ︓0956-82-2136

営業時間︓８時３０分〜１７時３０分



桜の季節になりました。

いかがお過ごしでしょうか。

自粛期間が続いておりますが、食事

で楽しんでいただけるように、今年

度も利用者様の喜ぶようなおいしい

食事提供に努めて参ります。

＊１月１８日 誕生会＊

１月の誕生会では、嗜好調査(食事アンケート)で多数票であった、

「ボルガライス✨」を提供しました♪

ボルガライスは福井県のご当地グルメで、

オムライスの上にとんかつがのった料理です☺

利用者の皆さん、とても楽しみにされていました♪

＊２月３日 節分＊

２月の節分では、巻き寿司をイメージした

韓国風海苔巻きを提供しました☆彡

例年とは少し違った節分の行事食を皆さんで味わいました☺

和食の合言葉 「ま･ご･わ･や･さ･し･い」

栄養バランスのよい食事は、

免疫力アップに欠かせません！

「ま･ご･わ･や･さ･し･い」の７品目を

１日１回食事に取り入れコロナに負けないような

健康的な身体づくりをしましょう♫ 

あ す な ろ 行 事 食

１月 誕生会(グラタン)

３月は卒業をお祝いする「卒業お祝いﾌﾟﾚｰﾄ」を提供しました

オムライス・ハンバーグ・ナポリタン・海老フライ・コーンスープ

・・・みんなの大好きなものが詰まった献立でした(^0^)

３月 ひな祭り(散らし寿司) ３月 卒業お祝いﾌﾟﾚｰﾄ


