
お問い合わせ先
●藤沢市総合防災訓練について
　藤沢市危機管理課　0466-25-1111（代表）  内線 2433
●車椅子・視覚障がい者誘導体験会（バリアフリー体験講座）について
　藤沢市障がい福祉課　0466-50-3528
　社会福祉法人光友会　藤沢障がい者生活支援センター　0466－54－9020

令和元年度　藤沢市総合防災訓練にて

を実施します！
　藤沢市では、大規模災害発生時の初動体制の確立と防災関係
機関との連携を図ることを目的として藤沢市総合防災訓練が毎
年開催されています。
　今年のバリアフリー体験会は、9月7日（土）に開催される
藤沢市総合防災訓練会場にて車椅子・視覚障がい者誘導体験会
を実施いたします。
　今回は車椅子介助と視覚障がい者誘導について学ぶだけでなく、介助を受ける側の体験
もしていただき、双方の立場を理解することで心のバリアフリーの推進を図りたいと考え
ています。ぜひ、この機会にバリアフリー体験会にご参加いただき、藤沢市が目指す、安
全安心なまちづくり、すべての人が、障がいの有無にかかわらず、お互いに助け合い、自
分らしく生活できるまちづくりを目指していければと思います。
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9 月 7日 ( 土 ) 午前１０時～正午

藤沢市消防防災訓練センター（藤沢市石川 3417－１）　　　

●人命救助訓練・ボランティアセンター開設運営訓練など
●自衛隊による炊き出し
●防災資機材展示　
●車椅子・視覚障がい者誘導体験会（バリアフリー体験講座）
   車椅子操作法・視覚障がい誘導方法　
                                                      ほか
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福祉の事業所ってちょっと気になるけど
入りにくいな… でも魅力的で

お得な商品がいっぱいなんですよ！「まちかど物語」

　精神障害のある方を中心に協力し合って、クッキーや
マドレーヌ、パウンドケーキなどの焼き菓子を主に製造
しています。マーガリンを使用せずにバター 100％で、
シンプルな材料でおいしい・安心な商品を目指していま
す。一から作る生地の具合や成形、焼き加減、袋詰めや
飾りつけ等、全工程を分担して丁寧に作業しています。
　どの商品もおすすめですが、有精卵・国産小麦使用の

マドレーヌや、冬季限定商品スノーボールが
人気です。100～ 200円の商品を多く取り
揃えているほか、ギフトセットもご用意し
ています。ご注文はお電話で随時受け付け
ております。

＊常時販売：建物1階の店舗「キツネのたんぽぽ」
　　　　　　ミアクチーナ長後駅前店
＊出張販売：ミアクチーナ長後駅前店
　　　　　　藤沢市役所のロビー　鵠沼公民館 
　　　　　　その他地域のお祭り等
＊インターネット：ギフトセットの販売
                          　　QRコードよりアクセス
                             　できます                     

かたくりの里 プレゼントにも良し！可愛らしいお菓子が揃っています！

神奈川
ワークショップ 柔らかい生地のパンとご存知！「かわうそサブレ」

社会福祉法人 県央福祉会 
かたくりの里

藤沢市湘南台 2－18－1
（業務スーパー湘南台店の向かい）

0466-45-8512
「キツネのたんぽぽ」営業時間 11:00 ～17:00　
（年末年始やお盆を除く平日）

ボランティアさん募集中です！

　神奈川ワークショップは、光友会が1981年4月に設
立した障害者の就労支援施設です。軽作業、洗濯、点字、
印刷、野菜の栽培販売など、様々な取り組みをしています。
今回ご紹介したいのは、柔らかい生地で幅広い世代から
好評のオリジナルのパンと、藤沢観光名産品に選ばれた
「かわうそサブレ」です！　
　製パン部門・焼き菓子部門、それぞれ9名の利用者さ
んたちが、お客様からの「美味しかったよ～！」の言葉
を頂くことを励みに毎日協力しながらがんばっていま
す！

＊常時販売：神奈川ワークショップ
　　　　　　湘南藤沢スーベミールズ（かわうそサブレ）
　　　　　　わいわい市藤沢店（かわうそサブレ）
＊出張販売：藤沢市役所ロビー（火・金）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

社会福祉法人 光友会 
神奈川ワークショップ
藤沢市獺郷 1008－1
0466-48-1503

ボランティアさん募集中です！

販売場所

販売場所
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　私は入職してから１３年目が過ぎます。旧
更生施設をスタートに、生活介護事業所や放
課後等デイサービスに携わるなかで、利用者・
家族の方々と関わりをもってきました。日中
は余暇支援等を中心に、行事や外出・運動など、
家族で行う事が難しいことを施設の職員が模
索しながら、一人ひとりのニーズに合わせた
プログラムを提供しています。
　デイサービスでは家族と向き合う事が多く、
家族が抱える悩みや苦悩、大変さなどの気持
ちを汲み取るよう心掛けてき
ました。児童から成人と関わっ
ていく中で、少しずつですが
「理解しよう」という心構えを
持つ事で、関係性を築けたと
思います。なかなかその日の
引継ぎだけで悩みなどを共有

することは難しいものですが、ご利用時の何
気ない会話を大切に向き合うようにしていま
す。
　今、神奈川県は共生社会をテーマに取り組
んでいます。　共生社会の実現に向けて私たち
が出来る事を１人ひとりが考え、実践する事
がQOL（生活の質）の向上や、ノーマライゼー
ション（障害のある人が障害のない人と同等
に生活し、ともにいきいきと活動できる社会
を目指す）の実現に近付くものと考えていま

す。「当たり前の生活・・」文
字にすると簡単なのですが、
意識して行う事がとても難し
かったりします。独りよがり
にならず、相手の気持ちに立っ
て考えてみる事が大切な事と
いつも感じています。

グループホーム世話人
障害者グループホームでの利用者の
生活支援・食事作り・ホームの清掃等

■資 格：特に必要有りません。
障害者支援に熱意のある方歓迎
未体験の方も歓迎
経験者は優遇致します。

■時 給：985 円～ 1,200 円
■勤 務 日：シフト制（週 2 日～）

パート
■勤務時間：① 6：00～9：30　② 15：30～18：30

①・②どちらかだけでも可能です。
■勤 務 地：藤沢市獺郷1008－2・藤沢市葛原1333－7　
■お問い合わせ
社会福祉法人 光友会　藤沢サンライズ事務所
〒 252－0825　藤沢市獺郷 1003
TEL 0466－52－7338　FAX 0466－52－7339
HP. http : //www. lfa. jp 担当：村井

募集
在宅支援センター
①生活介護事業所支援員（通所）
②サービス提供責任者 業務等

■資　　格：①不問（介護資格あれば尚可、求む男性！）
　　　　　　②介護福祉士
　　　　　　　（同行援護一般・応用あれば尚可）
■時 給：1,000円～ 1,300 円
■勤 務 日：月曜日～金曜日

パート（常勤登用制度あり）
■勤務時間：8：30～17：30
■勤 務 地：藤沢市獺郷 1008－3

①湘南希望の郷ケアセンター
②希望の郷ヘルパーステーション

■お問い合わせ
社会福祉法人 光友会
〒 252－0825　藤沢市獺郷 1008－3
TEL 0466－48－4586　FAX 0466－48－2202
HP. http : //www. lfa. jp 担当：松井

募集

私の福祉職員経歴書

福祉の仕事福祉の仕事
2019年 8月 第74号光友会四季だより



ナースからの健康アドバイス 元気が一番 !!

嚥下体操
◆嚥下（えんげ）とは食べ物を認識して口の中でかみ
砕き、飲み込む動作のことをいいます。

嚥下体操は・・・
食べる為に筋肉の緊張を解いたり、筋肉を鍛えたりすることにより、誤嚥予防にもなり
ます。笑顔をつくること、楽しくおしゃべりをすることにもつながります。
安心、安全に食べ続けていけるように自宅でもできる体操を紹介します。

背筋を伸ばし、大きく鼻から息を吸って口からゆっくり吐いていきます。（10回）

ゆっくり後ろを振り返ります。左右とも行います。（10回）
耳が肩につくように首をゆっくり左右に倒します。（10回）
ゆっくりと首を前後に倒します。（10回）

肩をゆっくり上げてストンと落とします。（10回）
肩を前から後ろ、後ろから前へゆっくり回します。（10回）

口を大きく「あー」と開けます。口を「んー」と閉じます。
口を「うー」と前へ突き出します。口を「いー」と横に伸ばします。（10回）

頬を膨らませたり、すぼめたりします。頬を片方ずつ膨らませます。（10回）

舌をベーと出したり、のどの奥へ引きます。舌で鼻の下、顎の先、
唇の両端をなめます。（10回）

「ぱ」「た」「か」「ら」（各10回）
「ぱ」・・唇をしっかり閉めて発音する。
　　　　食べ物をお口の中に取り込んでこぼさないようにします。
「た」・・舌を上あごにしっかりとくっつけることで発音する。
　　　　食べ物を押しつぶしたり、飲み込んだりします。
「か」・・のどの奥に力をいれてのどを閉める事で発音する。
　　　　食べ物を飲み込み食道へ送ります。
「ら」・・舌をまるめ、舌先を上の前歯の裏につけて発音する。
　　　　食べ物をのどの奥へ運ぶための下の筋肉のトレーニングになります。

工夫しながら無理の無い程度に行いましょう。

１  深呼吸

2  首の体操

3  肩の体操

4  口の体操

5  頬の体操

6  舌の体操

7  発声の練習

▲▲

「パパパパ」「タタタタ」「カカカカ」「ララララ」「パタカラ」

ぱ
た か

ら
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