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社会福祉法人光友会　いそご地域活動ホームいぶき広報誌

後見的支援室
コネクト・ハート

あんしんサポーター

日中の活動の場、暮らし

の場などに定期的に訪問

し、ご本人・ご家族・支

援者から丁寧にお話をお

聞きします。

担当職員

あんしんキーパーとして協力してく

れる人を増やし、この制度を地域に

広めます。

あんしんマネジャー

ご本人の暮らしや将来の希望・目標

を伺い、後見的支援計画を立ててい

きます。定期的に、計画の進行状況

をご本人家族と一緒に確認します。あんしんキーパー

さりげなくご本人の日常生活（地

域の協力者・日中活動先・グルー

プホームなど）を見守り、ご本人

に何か変化があった時などには、

コネクト・ハートに連絡していた

だきます。

地域の見守り

ご本人

ご家族

♡ 磯子区にお住いの18歳以上の方がご利用いただけます。

♡ 障害のある方とご家族の将来に向けた漠然とした不安や希望についてお話を伺います。

♡ ご本人に寄り添いながらその方が願う地域での暮らしや見守り体制を一緒に考えていきます。

♡ ご本人を中心に、支援者や地域の方たちと連携して、災害時やいざというときに備えていき

　ます。

☆ お気軽にお問い合わせください　磯子区障害者後見的支援室　コネクト・ハート

045－773－7077　9：00 ～ 17：00（土日祝日を除く）

職員のひとりごと
　私は、いぶきに異動してきて約３年になります。

　2年半、日中活動のレインボーの職員として支援していましたが、今年はレインボーから、スカイ

ウォークの職員になりました。レインボーとのお別れが淋しい反面、新しい場での支援に「ワクワク」

「ドキドキ」しているところです。

利用者との過ごしを大切にしつつ、自らも楽しく過ごしていきたい．．．

なんて事を思っています。

おっと！？仕事の話をしてしまいましたね。

読んで頂きありがとうございます。

 （日中活動支援　首藤　一暁）

　いぶきだより　vol.58　目次

　　　1ページ　いぶきの良さと強み　　２・3ページ　いぶき２０２０

　　　4ページ　コネクト・ハートより・職員の入退職・職員のひとりごと　　　別紙　後援会会報

　誰もが誰もを気に掛けてくれる施設です。誰

かに困った表情が見られれば声をかけてあげ、

仕事や作業を任せたら誰かが見守り、留まれば

必要に応じてフォローが出来る。利用者支援も

職員育成も、様々なところで「気

に掛ける」が生かされていると感

じます。

　　　　　　　　　所長　森　淳
もり　 あつし

　ひとつの課題に対して、様々な立場からの視

点での見解やアドバイスが受けられ、職員間で

検討することが出来ること。相談がスムーズで

協力体制が築けていること。基本ですが、職員

みんながきちんと挨拶が出来るこ

と。

　　　　　副所長　加古川　昌子
か　こ がわ　　まさ こ

　たくさんお日様の光が入る明るい建物の中で

明るい笑い声が常に絶えないことがいぶきの良

さです。そして、ご利用者の皆様、ご家族、地

域の皆様、関係機関の皆様など…ものすごぉぉ

ぉくたくさんの皆様に支えていただけて今日も

「いぶき」が存在できているこ

とが強みです。

　　　　 課長　奥田　佳子
お く だ　　よし こ

　いぶきの良さ・強みは、職員が自分の「強み」

を一人1人理解し意識していること。また、そ

れを意識しながら利用者支援に取り組むことで、

より良い支援に繋がっていること。

　課長　保科　由貴
ほ し な　　ゆう き

強み：利用者・職員の緊急時に所属する部署に

関係なく、みんなでその場を乗り越えようとす

る努力・協力体制が、指示を待つのではなく、

個々で考え行動出来るスキルの高さ。

良さ：着信後、2コール以内に受

話器をとり、丁寧な接客業務。

　　　　　　　課長　近藤　洋嗣
こんどう　　ひろつぐ

　いぶきには、育休明けの時短、週3日、1日

6時間など家庭と両立しながら無理なく長く働

く人がたくさんいる。IT、アパレル、美容など

意外な経歴の転職組も多い。趣味や特技を伝え

合い、知識や技術を盗み合い、支

援の幅を広げている。「多様性」

がいぶきの強み。

　　　　　課長補佐　野見　和子
　の　み　　　かず　こ

職員の退職

　　　退職：６月１4日付　（いぶき）大橋　智章

障害のある方が希望する生活を地域で安心して送ることができるよう、ご本人の生活を

見守る体制を「仕組み」としてつくる制度です。

後見的支援制度をご紹介します

よく見ると 「首とう」 の文字が隠れてる！



感染防止対策に十分配慮し、新しい生活様式の中でも、安心して

楽しい時間を過ごせるよう職員一同心がけています。

久しぶりにマスクを外した、職員をご紹介します。
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