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社会福祉法人敬生会

敬生会

法人本部事務局長

谷口

大朗

１．地域における公益的な取り組みを実施してきました
が、地域で孤立して生活されている方を対象に、社会
参加を促す交流事業内容を充実させ実施していきま
す。

２．高齢者・障がい者サービスが多様化する中で、敬生

会居宅介護支援事業所・障害者相談支援センターき

さーらでの相談から各施設の通所サービス・短期入所・
施設入所まで、切れ目のないサービスを提供します。

３．旭川市高齢者保健福祉計画に基づき、養護老人ホーム敬心園の建て替えについての検討を継続し
ます。

４．敬生会創立50周年記念事業について、
実行委員会を中心に記念式典・記念事業・祝賀会を開催し、内
外に披露します。

特別養護老人ホーム

敬生園

敬生園

生活相談員

我妻

初美

１．入所・ショートステイ利用者を確保するため多角的

な連携を実施します。施設入所が原則介護３以上で対
応していますが、介護１及び介護２に該当する特例入
所の対象者も適宜検証していくものとします。他機関
との連携を維持するため定期的な訪問を実施します。

２．私たちは利用者の「その人らしさ」を尊重し、QOL
の向上に努め人間の尊厳を最期まで支える取り組みを
実施します。

３．住み慣れた地域の中で、医療・介護・予防・住まい・生活支援が受けられるよう、地域包括ケア
システムの構築に寄与する取り組みを推進します。

４．QOL の一層の充実を図るためにも行事やレクリエーション活動を多職種協働で実施します。ま
た、食事形態の見直しを図り、ソフト食にどのように取り組めるか検討します。

養護老人ホーム

敬心園

敬心園

生活相談員

志摩

雄輔

１．入所者と一緒に活動する時間を作り、入所者の目線

に立ったその人らしい暮らしができますよう、より良
い支援を行います。

２．入所者が明るく家庭的な雰囲気で心から生活を楽し
み、元気に暮らせるよう「生活の質」の向上を目指し
て、それぞれの心身の機能にあわせた行事、クラブ活
動、介護予防活動を計画し、多くの方が参加できるよ
う企画、運営いたします。

３．稼働率の目標を95％とし、新規入所者の確保のため、実施機関との連携強化を図り、稼働率の
向上に向けて取り組んでまいります。
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障害者支援施設

敬愛園

敬愛園

生活支援員

加藤

翼

１．契約に基づいた利用者本位の支援の提供を基本と
し、障害者総合支援法に基づく適正なサービスの提供
と質の向上を図るため、利用者への情報の提供、苦情
解決、サービス評価実施等、利用者のニーズに十分応
えられる施設運営、職員像の形成に努めます。

２．障害者差別解消法の推進、福祉事業者向けガイドラ

イン等を基に職場研修を行うなどして理解を深め、利
用者の個々の特性に応じた適切なアセスメントと丁寧

３.

な支援を目指します。

施設内に開設されている障害者相談支援センターきさーらや、旭川市障害者総合相談支援セン

ターあそーとと連携し、地域福祉の体制作りに積極的に参加し利用者が地域生活に移行できるよ
う支援します。

障害者支援施設

敬愛園通所

敬愛園（通所） 生活支援員

河田

貴大

１．利用者の身体状況を十分に把握した上で、日常生活

能力の維持・向上を目指し必要な介護サービスを提供
します。

２．個々の身体能力のニーズに応じた創作活動やレクリ
エーションを行ない、グループワークの手法を用いて
実施します。また理学療法士の指導の下に行なってい

るリハビリ体操をはじめ、歩行・関節可動訓練（ROM）
も個別の状況に応じて行ないます。

３．他の障がい福祉サービスや社会資源と連携し、在宅生活を維持できるように取り組んで行きます。

障害者相談支援センター

きさーら

きさーら 相談支援専門課長

板垣

玲子

１．障がい者等の相談にのり、個々のニーズ、課題や目

標に合わせて福祉サービス等利用計画を立案し、自立
に向けて支援します。

２．旭川市障害者総合相談支援センターあそーとをはじ
め、他の関係機関とともに、暮らしやすい地域づくり
に協力します。

旭川市委託事業
旭川市障害者総合相談支援センター

あそーと

あそーと 相談支援専門係長（センター長）

紺野あゆみ

１．基幹相談支援センター業務を一層充実させて、障が
い者の地域生活の向上を図ります。

２．旭川市自立支援協議会の事務局として、関係機関と

の連携と相談支援専門員の資質の向上を図り、引き続
き旭川市の地域課題の解決に向けて取り組みます。
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２月誕生会
敬生園

顔でご覧になってお
り、とても楽しまれ
ていました。これか

介護員

今野

潤也

敬生園では月に一度、各階ご
とに誕生会を行っています。入
園者の皆さんが食堂に集まり、職
員と一緒に誕生月を迎えられた
入園者の皆さんをお祝いします。

らも多くの入園者の
皆さんに喜んで頂け
る行事を考えていき
たいと思います。

豪華な夕食が用意されており、入
園者の皆さんが毎月楽しみにさ
れている行事です。
２月の誕生会では誕
生者の皆さんが齊藤園
長から花束を受け取
り、学生服を着た職員
が登場し、入園者の皆
さんと一緒に「高校三
年生」を歌い、場の雰
囲気が大いに盛り上が
り ま し た。 皆 さ ん 笑

齊藤園長から花束贈呈

みんなで「高校三年生」

御年 101 歳！お元気です！

☆誕生者の皆さん☆

寿司バイキング
敬心園

事務員

藤川

大貴

私たち敬心園では毎年入所者
から生活に関する様々なアン
ケートを実施しています。その
中で食べたい料理ではお寿司が
必ず上位に入っています。お寿
司だと種類豊富な寿司のネタを
食べることができ、好みのもの

へいっ、お待ち！

うまいっ‼

ゆっくり食べてね～

美味しいものを食べると自然と笑みが♪

を多く食べることも、一通り全
種類食べることも自由なので選
ぶ楽しさもあり満足していただ
けたかなと思います。
「衣食足りて礼節を知る」。衣
服と食物は生活の根本ですの
で、今後も多くの方に喜んでも
らえますよう「食」に関する楽
しい行事を企画します。
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行事
敬愛園（入所）

節分豆まき

生活支援員

川上絵梨那
２月２日に恒例の節分行事が
行われました。鬼役の支援員が
迫力ある演技を繰り広げ、年男
年女の入園者をはじめ、すべて
の入園者が楽しめるようにと考
えて行っています。鬼が各テー
ブルを回ると、入園者が豆を投
げ、鬼が逃げていく姿を見て楽
しんだり、持参したカメラで撮
影した後は、良い１年になるよ
うにと皆さんで落花生を食べて
いました。今後も入園者の皆さ
まが楽しめるようにいろいろな
行事を考えていきたいと思いま
す。

迫力ある顔をしていますね！

豆まきの様子です♪

今年の年男年女の入園者の方々です！！

午後からの日中活動を通じて
敬愛園（通所）利用者

北村 尚子さん

私たちはいつも、午後の活動
でレクリエーションや創作活
動、茶話会を行っており、その
中でも私はレクリエーションが
好きです。いつも職員が考えて
くれた、レクリエーションを利
用者のみなさんと行なっていま
す。チームに分かれてやるレク
リエーションが多く、普段テー
ブルが離れていて話す機会がな
い利用者の皆さんともお話をし
ながら交流が図れるので、毎月
楽しみにしています。レクリエー
ションも初めは楽しみながら行
なっていますが、後半に行くに
つれて皆さん白熱していき、あっ
という間に時間が過ぎ楽しいひ
と時を過ごせています。毎月、今
週はどんなレクリエーションを
行なうのか凄く楽しみにしてい
つも通所に来ています。

４月には一年間の上位３
位の方に賞状が渡され、一
昨年は入賞することが出来
ま し た が、 去 年 は 入 賞 す
ることが出来なかったの
で、 今 年 も 色 々 な レ ク リ
エーションを頑張って、上
位を目指し年間1位を取れ
るように頑張りたいと思っ
ています。

お札いっぱいとれたよ～

ボウリング、ストライク出すぞ！

すき焼きゲーム、私が取ったのは豆腐
敬生会だより
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第21回森山グループ研修学会

平成31年2月23日

より良い生活をおくっていただくために
～アンケートを通して「ぬくもりのある施設づくりを」～

養護老人ホーム

敬心園

支援員

菅原

美樹

【はじめに】
当園では自宅で生活していた方が入所するケー
スが多く、自宅での生活と施設での集団生活の違
いに不便さを感じるなどの意見が多く聞かれます。
そのため入所者の声を聞くため毎年アンケート調
査を行っています。これまで自由に記載する方式
をとっていたのですが、身体状況の重度化や認知
機能の低下に伴い、
「未記入」や「なし」といった
回答が増え、回答率も低下してきたため入所者の
視点に立ったアンケートの調査方法を工夫し、調
査結果が施設づくりに十分に生かされるよう改善
しました。
【方法】
職員から質問に対する解答例を募集し、解答例
を丸で囲むだけの簡単なアンケート用紙を作成し
ました。アンケートの実施期間を１か月間とし全
入所者を対象に 22 項目について調査しました。
【結果】
具体的な解答例をあげることで複数の回答を得
ることができ、入所者の思いや悩み等をより理解

できたと思います。また過去には 70％代だった有
効回答率も 84.6% と高くなりました。
【考察】
アンケート結果を数値化することで性別や年代
別に特徴があることが分かりました。食に関して
は味が薄いという声が多かったのですが、実際に
は全体の６割の方がちょうどいいと感じているこ
とがアンケートの結果で分かりました。
解答例が多いと時間がかかり、やる気も低下す
るため次回は解答例を厳選する必要があります。
当園では懇談会を毎月開催しており、入所者の要
望や意見を取り入れる体制づくりをしています。
人前での発言が苦手な入所者にとってアンケート
の実施は自分の要望や意見を表現できる機会の一
つだと考えています。そのため今後もアンケート
の見直しを行い、「志は高く、目線は低く＝入所者
の目線」に立って狭いながらも楽しい「ぬくもり
のある施設づくり」に取り組みます。

本人と一緒に人生の楽しみ方をチームで考える
旭川市障害者総合相談支援センター 相談支援専門員

藤田

大

【はじめに】
「どんなに障害が重くなっても今のサポート体制
で一人暮らしを続け、死ぬまでここで過ごしたい」
という希望を叶えるため、「楽しく人生を生きてい
くためには」を本人と支援チームで一緒に話し合
い、悩み、考えてきた経過を報告します。
【事例概要】
・脊髄小脳変性症 ３０歳男性 リクライニング
式の車いすで一日を過ごしており、ADL はほぼ
全介助。キーパーソンは姉のみです。
・毎日、訪問看護やヘルパーの支援を受けながら
市営住宅で一人暮らしをしています。
・病気の進行で発語は出来ないが、わずかに動く
腕の力を使い、スイッチ等でタブレット操作や
電子文字盤で会話することができます。
・週１回通っている就労継続支援 B 型事業所で火
を使わなくても作れる料理、
「UD レシピ」を日々
6

敬生会だより
〈第61号〉令和元年６月1日

開発しています（約３年前にクラウドファンディ
ングで UD レシピ本を出版しました）。

【取り組み内容】
・他機関との連絡調整や自宅への訪問で意向を聞
き取る中で、「どうすれば本人の希望に近づける
か？」「このまま在宅生活を続けていくために
は？」ということを考えるようにしていますが、
本人の思いだけでは難しい所もあるため、日々
の情報共有や本人含めての会議等では現状につ
いても向き合うことを大切にしています。
【考察】
・キーパーソンがいない対象者を支援者がどこま
で対応していいものか？と悩む瞬間もあります
が、人生を楽しんでもらうために、時には支援
者の壁を超える瞬間があってもいいのではない
かとも日々、仕事をして感じることもあります。

ボランティアの皆様

平成30年12月22日～平成31年4月20日

●福祉健康理美容 訪問サービス たんぽぽ 様 ●春光台地区市民委員会女性部 様 ●㈲ラッシュ 様
●むつみ会 様 ●末広地区市民委員会女性部 様 ●旭川年金受給者友の会 様 ●森泉幸栄 様
●末日聖徒イエスキリスト教会 様

善意のご寄付
⃝佐藤

由美子様

１

平成30年12月22日～平成31年4月20日
月

⃝敬生園

善意のご寄贈
12

月

退職・昇任・異動職員の紹介
職

平成31年3月31日付

・敬生園介護員
佐々木洋子

（定年再雇用）
・敬生園介護員
設楽 淳子
・敬生園介護員
高井 百子
・敬生園管理員
石川 吉則
・敬心園管理員
松本 英明
・敬愛園生活支援員
今野 杏奈
平成31年4月26日付

・敬心園支援員

蛯澤真由美

平成31年4月30日付

・敬愛園通所生活支援員阿部

昇任及び異動

（

敬親会 様

月

平成30年12月22日～平成31年4月20日

⃝暮四季 様
⃝真宗大谷派 北海道教務所 様

退

２

和子

）内は前職名 
平成31年4月1日付

・敬生園生活相談係長 山根ゆかり
（敬生園生活相談員）

カレンダー
法語カレンダー

⃝米内

・敬生園介護第１係長
（敬生園介護員）
・敬生園介護第２係長
（敬生園介護員）
・敬心園支援第１係長
（敬心園支援員）
・敬心園支援第２係長
（敬愛園生活支援員）

異

動

（

茂紀

池田

智美

髙橋

佳子

石山

寿子

鹿又さとみ

）内は前職名 
平成31年4月1日付

・敬生園生活相談員
（敬生園介護員）
・敬生園介護員
（敬心園支援員）
・敬生園介護員
（敬愛園生活支援員）
・敬心園支援員
（敬生園介護員）
・敬愛園生活支援員
（敬生園介護員）

谷地元奈緒
佐藤麻奈美
安部

絵美

堺

裕一

石見

純平

様

３

月

玉葱

・敬愛園通所生活支援員阿部
（敬生園介護員）

正職員採用 
・敬生園介護員
・敬生園介護員
・敬生園支援員
・敬心園支援員

委

嘱

彩香

平成31年4月1日付

松坂 京子
堂下 美祈
大黒 祥子
星 あけみ

平成31年4月1日付

・敬生園園長
・敬心園園長
・敬心園事務長
・敬愛園生活相談次長

齊藤
宮森
佐藤
黒松

哲也
雅司
正寛
秀一

新任職員の紹介

敬生園介護員

稲村

晋哉

敬生園介護員

山崎

由美子

敬生園介護員

菅原

綾菜

敬生園介護員

林

尚樹

敬生園介護員

嶋村

朱美

平成31年２月１日付

平成31年４月１日付

平成31年４月１日付

平成31年４月１日付

令和元年5月1日付

敬心園パート洗濯員

敬心園パート支援員

敬心園パート洗濯員

敬愛園生活支援員

敬愛園生活支援員

平成31年３月18日付

平成31年３月26日付

平成31年４月10日付

平成31年４月１日付

平成31年４月１日付

青柳

佐久美

阿部

千尋

藤澤

博美

池田

太一

鈴木

敬心園管理員

佐藤

孝志

平成31年２月１日付

澪生

敬生会だより
〈第61号〉令和元年６月1日
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敬愛園
出前行事

新年交札会

!!

敬愛園 通所
レクリエーション

!!

いさご

あづま

敬生園：入所・ショートステイの利用相談

担当 生 活 相 談 員 砂金 昌明・我妻 初美 ℡５１-５１１５

敬生会居宅介護支援事業所：介護保険に関する相談支援

担当 介護支援専門課長 四月朔日 ナオミ ℡090-6997-6457

敬心園：入所相談

担当 生 活 相 談 係 長 坂田 達哉

℡５１-５１１７

敬愛園：入所・短期入所の利用相談

担当 生 活 相 談 次 長 黒松 秀一

℡５５-５５４５

敬愛園通所：通所の利用相談

担当 生 活 相 談 員 古畑 安敏

℡５５-５５４５

敬愛園きさーら：障害者の相談支援

担当 相談支援専門課長 板垣 玲子

℡５５-８３８９

わたぬき

新元号「令和」になり、早１ヵ月が経ちました。今まで元号は、
中国の古典から引用されていましたが、「令和」は日本の万葉集か
ら採用したとのことです。来年は、東京オリンピック・パラリンピッ

クが行われ、５年後には20年ぶりに、新紙幣に変わるようです。新しい時代がどのように変
化していくのかワクワクしますね。
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木製ラック上手く作れて
満足だ〜

温泉に行ったらやっぱりアイス

敬愛園
通所
創作活動

敬生会の各施設で各種利用相談を受け付けておりますのでご利用ください。

編集後記

上位入賞で賞状もらいました

お〜い、遊びに来たよ〜

敬心園
外出行事（森のゆ花神楽）

敬愛園

やったね！おみくじ大吉だよ

行 事 のア ル バム

芸達者ぞろい

敬生園
新年交礼会

敬心園
外出行事（旭川冬まつり）

このピザとってもおいしいね〜！

笑顔がステキ

敬生園
誕生会

敬生会だより
〈第61号〉令和元年６月1日

（永沼

彩）

今年の
敬生会夏まつりは

７月６日(土)午後1時から

開催いたします。
皆様のご来園を

お待ちしております！

敬生会創立５０周年記念
式典を8月５日（月）
敬生園イベントホール
にて開催します。

