
職員のひとりごと

　みなさんは子どもの頃、どうやって歯を抜きましたか？先日、我が家のこどもの歯を見

ると、なんと乳歯の裏側、奥の方に大きな永久歯が２本も並んではえていたのです！気づ

かなかった！なんてことだ～！！悔やんでも悔やみきれない事態でした。…

　しかし実はこどもの歯は、移動するんですって。乳歯は自然に抜け落ち（これビックリ！）永久

歯は正しい位置に移動する。無理に痛い思いをして抜くことはないのだとか。ぜひお試しあれ～！

（基幹相談　高橋綾子）

職員の異動・入退職

 入職：（いぶき）  2/5付 高田利彦（送迎担当）　　2/13付　備前奈緒子

 退職：（いぶきの家）  1/12付 花山美佐子

 　　　（いぶき）  3/31付 本望郁子　　　伊東克幸

 異動：法人内の異動につきましては次号にてお知らせいたします
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ご　あ　い　さ　つ

いそご地域活動ホームいぶき　所長　溝渕　崇　

　今年２～３月に平昌オリンピック・パラリンピックが開催され、両大会とも日本代表選手が表彰

台に上り大活躍であったのは記憶に新しいところです。

２年後には東京オリンピック・パラリンピックが開催され、今年以上の注目と熱狂を集めることに

なるでしょう。

　この世界最高峰の大会で進化するのは選手の技術と能力だけでなく、様々な国の人々を迎え入れ

るホスト国のハードとソフトも大きく前進すると言われています。

　これからの２年間でノーマライゼーションやホスピタリティに関する事柄が広く人々の意識に上

り、大会の開催を通じて育まれ、誰もが暮らしやすい社会の形成に繋がることに大きな期待を持っ

ています。

　2018年、いそご地域活動ホームいぶきは開設14年目に入ります。この間の蓄積を基に時代と

共に変化する地域ニーズに柔軟に対応できる地域の拠点施設としての運営を進めていきます。

　総合相談支援機関である基幹相談支援センターは、運営の安定化と共に新たな機能となる地域生

活支援拠点としての準備にも積極的に取り組んでいきます。

　また、後見的支援室コネクトハート、グループホームいぶきの家についても更なるサービスの質

向上に取組み、利用者の満足度向上を図っていきます。

　いぶきのハード&ソフト面も修繕や内部システムの整備を通じて施設その

ものの体力アップと職員の専門的知識と技能の向上を図るＯＪＴや研修を計

画的に進めます。

　イベントや障害福祉の啓発活動、実習生の積極的な受け入れ、就労希望者

への見学・面接会開催など人材の育成と確保にも取り組み、地域に貢献する

施設として進化していきたいと考えています。

午前・午後 手巻き寿司を作ってみんなで食べよう

外　出 いちご狩りに行こう！4 月

午前・午後 かき氷を作ってみんなで食べよう！

外　出 リネツ金沢でプール遊び！6 月

午前・午後 おしゃれな入浴剤を作ろう！

外　出 午後の紅茶ツアーキリンビバレッジ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　湘南工場に行こう！
5 月

　いぶき後援会様より、食堂のテーブルを寄贈してい

ただきました。きれいなテーブルに総入れ替えするこ

とができ、利用者の皆様も大変喜んでくださって

います。また、昇降タイプのテーブルは車いす

の方にもちょうどいい高さに調整できます。無理のない姿勢で

快適にお食事をしていただけるようになりました。

　大切に使わせていただきます。

上記、予定は変更になることがあります。詳しい内容、日時につきましてはいぶきホームページ

または、学校・通所先でのお便りにてご確認ください。

　　

みぞぶち　たけし　



遠足にいってきました！

2017 年度

２０１８年３月１３日

キリンビール横浜工場

スカイウォークスカイウォーク

２０１７年１２月１８日

くりはま花の国
横須賀海軍カレー本舗

ピースピース

　2017年度に実施した日中活動支援・余暇活動支援につ

いてのアンケートの結果について、一部ご紹介いたします。

詳細については、いぶきホームページ上に掲載しておりま

すので、是非ご覧ください。

　ご協力いただいた皆様に厚く御礼申し上げます。

アンケート結果

ご報告

配布数：89　回収：55　回収率：63.2％

回答者：ご本人：13　保護者：36　ご本人と保護者：4　　不明：2

配布数：64　回収：29　回収率：45.3％

回答者：ご本人：2　　ご家族：24　　ご本人と相談：3

Q　活動部屋などの環境整備・整理整頓の状況はどうですか？

・利用者さんたちにわかりやすくまた自由があり良いと思う　いつも整理されていると思います等　　

　　　　今の状況を維持しつつ、より良い環境づくりに努めたいと思います。

Q　その他のご意見より

・職員同士に対する呼び方について、できれば年齢等もありますが「○○さん」といった呼び

　方をしてほしい

　　　　この点に関して、職員会議、朝礼等で周知徹底し、改善するように努めます。

　アンケートの結果を、今後のいぶきの事業に反映させていただきたいと考えております。さらに多く

の方のご意見をいただくため、書式の改善をするなどをして回収率 70％以上を目指します。

Q　今後どのような活動があるとよいと思いますか？

・ディズニーランド　・キャンプや BBQ　・温泉　等

Q　その他のご意見より

・学校を卒業してからは、余暇情報も入ってきづらいですがホームページなどに書いてあるのですか？

　　　　ホームページに余暇活動の情報を順次を掲載しております。是非チェックしてみて下さい。

　皆様から、満足いただいているというお言葉と共に、ご希望やご要望もたくさんお伺いすることがで

きました。それらを踏まえ、より良い余暇活動の企画をしていきたいと思います。

Q　職員の電話対応は丁寧且つ

 適切にできていますか？

できている 28

1

0

できていない

その他

Q　活動中の職員対応は丁寧且

 つ適切にできていますか？

できている 27

1

2

できていない

その他

Q　内容・活動時間は満足いた

 だけていますか？

満足している 27

1

2

満足していない

その他

Q　良かったイベントプログラム（複数回答）

遠 足 クリスマス会 肖像画展 夏祭り 食事会

5 28 1425 27

Q　いぶきの日中活動について

※理由：自閉症の知識不足

満　足 やや満足 やや不満 不　満※

1 135 12

Q　職員について

普　通良　い 要改善

41 11 0

44 10 0

38 16 0

34 16 1※

言葉づかい

服装等みだしなみ

マナー

ご家族との

コミュニケーション

※理由：したことがない
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