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 年の初めに「今年こそ」と誓いをたてる人は多いのではないかと思いますが、その誓いを達成できている人は案

外と少ないものではないでしょうか。新年という特別な時間や環境がいつもの自分らしくない大きな目標を設定し

てしまうからなのか、誓いを立てることが目的になっていて、都合よく忘れてしまうのか。私はいい加減なところ

があって、どちらかというと後者かもしれません。 

 令和 2年は本当に大変な年となりました。目に見えないウィルスに私たちの生活は一変させられ、よりどころの

ない恐怖と不安、そして強い緊張状態を長期にわたり強いられることになりました。ご利用者の暮らしも制限をか

けざるを得ず、行事や外出活動といった笑顔いっぱいになる機会が減ってしまい、なぜこうなったのかがうまく理

解できないご利用者も多く、大きなストレスとなったことだと思います。また、支援にあたる職員も私的な行動も

含め、絶対にウィルスを持ち込んではいけないというプレッシャーを常に感じながら本当にしんどかったと思いま

す。それでも、いまだ制限の多い中、どうやったら少しでも楽しい時間を過ごしていただけるのか、何かできるこ

とはないだろうかと知恵を絞りながら、日々の暮らしを支え続けてくれています。 

 まだ、先が見えない状況が続きます。それでも時間は確実に前へと進み、状況は変化していくことでしょう。今

年の“誓い”は「笑顔多き一年となりますように」という“願い”に変えて、都合よく忘れてしまわないように強

く願いたいと思います。この辛くて苦しくてもどかしい経験がいつか必ず私たちの力になることを信じて。 
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受賞者の言葉 

20年表彰  カトレアの園 栄養士  藤田 公美 

2000年の 7月に入職して早いもので 20年が経ちました。 

福祉の事は何もわからず、初めての事ばかりの日々を必死で 

こなしていく毎日だったように思います。20年も続けられたのは、 

周りの方々の協力があってのことです。今後もご利用者様の 

お役に立てるよう努めていきたいと思います。 

栄養士室にて 

尼崎市社会福祉功労賞 20年表彰 

 

尼崎市より、勤続年数に応じて福祉功労賞として感謝状が贈られます。 

今年度は勤続 20年の職員が 1名、10年の職員が７名対象になりました。 

 

 

 

 

 

 

10年表彰 

有留 真理   造田 一夫 

東垣 祐和   高津 みさ 

前田 好裕   牧野 孝 

大垣 京子   



  

コロナ禍の中、少人数でミュージックセラピーを 

楽しむ様子。外出ができない日常を過ごしておられる                             

利用者の皆様が音楽を通じて、笑顔になられました。 

ボランティアの方も 2名で来園され、毎回、違った 

歌を準備され、利用者の方が知っている歌を披露して 

いただいております。    

園内でお菓子や日用品を買い物されています       

利用者の方が自分で好きな物を選んで買い物し 

どれがいいかなと迷うのも買い物の楽しみの一つ

であると思います。 

外出行事を自粛してるため、園内での行事が多く 

なりますが、利用者の皆さんが楽しく生活できる 

ように今後も続けていきます。 

松 の 園 

第 1松の園では一人一人の利用者の方にあった 

多様な活動に取り組んでいます。 

 

生産活動では業者から委託を受けたものを 

分担して仕上げ、自主製品作りでは 

皆さんが得意とされる手芸や絵を描き 

商品にして１松マーケットで販売し 

売れる喜びを感じています。 

 

今年度は催しが中止で地域への販売ができない分 

カタログ販売や法人内へ移動マーケットを行っています。 

コロナに負けない！とプラバンでキーホルダーも 

作り１つ１つ利用者さんが色をつけ 

どこにも売っていないオリジナルな物ができました。 

 

第１松の園 



  

第 2松の園 

 第 2松の園では、ご利用者様の「できた」「笑顔」を

大切に活動に取り組んで頂いています。 

様々な障害特性をお持ちの方に対応する為、たくさん

の種類の作業を提供してきました。ご利用者様の多様な

ニーズに対応する為、作業規模を縮小し、余暇活動・ 

生活支援のニーズへのサービスを提供していくことと 

なりました。規模は縮小となりますがお仕事をしたいと 

いうご利用者のニーズに合わせて作業活動の時間は 

1日の中で設定して提供していきます。余暇活動につい

てもグループを設定して音楽療法や体操など健康維持

を目的とした活動や、絵をかくことや作品作りなど様々な

活動に取り組んで頂くことで豊かで意欲的に過ごせる

場所として運営をおこなっていきます。 

 

夏祭り行事でストラックアウトをされている様子です。

新型コロナウイルスの影響で外出や大人数でおこなう

行事について、少人数のグループで、時間差で取り 

組んで頂くなど引き続き感染予防をおこないながら 

取り組んでいます。 

各作業場でも映像を見ながら体操やレクリエーション

に取り組めるようモニターを設置して活動を提供して

いきます。 

昨年はコロナウィルスが流行し、例年通りの行事を楽しむことは出来ません

でしたが、コロナ禍でも、楽しい事をしたい！と、密にならないよう工夫し、 

感染予防対策をしっかりと行ないながら、行事や活動を行なっています。 

昨年は夏には「夏の思い出作り」として花火をしました。また、連休には 

お風呂に入浴剤を入れてリーブ温泉を開いたり、平日には少人数でおやつ

づくりをするなど、日常の中にも楽しみを見つけていけるように工夫して 

います。 

外出も近くのスーパーやコンビニ、ドラッグストアへ、人の少ない時間に 

買い物に出掛けています。例年、選択外出として、利用者さんが希望する 

外出先（吉本新喜劇観劇やプロ野球観戦、果物狩り、映画など）へ出かけ 

ていましたが、昨年は近くのショッピングモールに短時間の外出として行い 

ました。欲しい物を購入し、美味しい物を食べる。それだけでも利用者さんの

素敵な笑顔をたくさん見ることが出来ました。 

音楽療法を毎週行っています。 

感染予防の為、従来の様なふれあい

はありませんが、楽器を使ったり、 

歌を歌ったりと楽しい時間を過ごして

います。シールドを立てたり、消毒を

こまめにするなどし、利用者さんに 

とっての楽しい時間、リラックスの 

時間を確保していけるように、日々 

努力しています。 

感染症対策の為、２人部屋のまん中に 

仕切りの設置を行ないました。 

２人部屋ではありますが、半個室のような

感じになり、プライベート空間が確保され

るようになりました。 

リーブ・フルーリー 



  

 

 

 

 

 

施設中庭で育てた野菜を利用者様と共に収穫しました。厨房にて 

食事やおやつに調理してもらい、美味しくいただきました。 

認知症症状が見られる利用者様が多く、以前であれば家族様と 

定期的に面会をされ、ふれ合い、話をされて安心して施設生活を送られ

ていましたが、面会中止となり、不安定になられる方もおられたため、 

タブレットを使用してリモート面会を開始いたしました。ふれ合えない分 

以前のような反応が見られない方もおられますが、「会えてよかった」

「久しぶりに顔を見られてうれしい」と利用者様だけではなく、家族様 

からも喜ばれています。 

敬老会を開催しました！ 

ボランティアの方々に来ていただき、

大正琴の演奏をしていただきました。

感染防止対策のため利用者様同士

の間隔をあける必要があり、少人数 

しか参加できないため無理を言って

二部構成にし、二度同じ演奏会を 

行ってもらいました。利用者の方々は

久しぶりの行事にとても喜ばれて 

おり、一緒に歌ったり、手拍子を 

されたりして楽しまれました。 

武庫アルテンハイム 

カトレアの園 

未だ収束の見通しがつかない新型コロナウイルス感染症により 

各施設で色々な感染予防対策に取り組んできました。 

カトレアの園が行っている取り組みを紹介していきます。 

まず、御利用者の皆様に食事前、排泄後に手指消毒。通所で 

来園される御利用者にはマスクを着用して頂く等の対応を 

行ってきました。 

支援員は常時マスク着用。介助前、介助後に手指消毒を行い 

感染予防に取り組んできました。 

環境面での対応として飛沫防止の為、食堂にシールドを設置し 

食事を摂る際にもなるべく密にならないように距離を開ける 

等の予防対策を行ってきました。 



  

相談支援事業所では、個人に寄り添って、どんな福祉 

サービスが必要か考え、提案させていただいています。 

新しい何かに挑戦していき、ご利用者様がわくわくする 

ような生活を送っていただけるように、入所施設への趣味

のボランティアの派遣や移動支援の派遣・グループホーム

体験など計画を立ててきました。さらに在宅の方は、同じ 

事業所を使っていても、新しいことに挑戦できるような事業

提供に結び付く相談・そして家族環境が厳しくなったとき

には、生活を成り立たせるためのサービスを一から組み 

立てを行ったりします。 

 

かがやきステーション 
相談支援事業所 

カトレアの園の地域移行の取り組みとして始まったグループホーム。 

現在は男性４名（定員４名）女性２名(定員３名)が生活されています。 

平日日中は皆さんにそれぞれに事業所やデイサービス等で過ごされ、 

カトレアの園にも週１～２日通所されています。 

グループホームでの地域生活について皆さんに一言いただきました。 

・いろんなところに行け、充実していて楽しい。スーパーやコンビニ 

 とかで情報が得られるし、いろんな出会いがあっていい。 

・ヘルパーと自分の行きたい所に行ける。 

・いろんなことが出来ていい。 

・GH で生活して 4 年。初めは夢みたいでした。それまで自分の障害を知って 

いる人としか生活してこなかったから、通所途中の道で近所の人と挨拶を 

交わすだけでも新鮮な気持ちになる。しんどい事もあるけどいい事も多い 

です。毎日楽しく過ごしています。 

わかってはいたつもりだけど、魚には骨がついてるんですよ！ 

こころ＆つばさ 
ひまわりガールズ 

グループホーム 

 



 

  

職 員 紹 介 

この仕事はコミュニケーションが多く取れて楽しい事もある反面、ご利用者の 

障害の特性から一回で聞き取れなかったり、気分の状態で関わりが難しい事も 

沢山あって悩んだりする事もありますが、先輩職員の方々の関わり方を参考に 

したり、自分なりに色々な声かけをしたりしています。不安定なご利用者さんに 

対して、話を聞き共感したり、その方が好きな事について話しかけてみると気分が 

変わったり、話題が好きな話に変わったりという変化が分かる時もあります。 

カトレアの園で働いていてよかったと思う事は、職員やご利用者との関わり 

です。ご利用者も優しく、長く施設で暮らされている分、自分が分からない事を 

教えて下さるので話す機会も増え、嬉しいし、ありがたいです。最初は同期入職が 

おらず、一人という不安もあったのですが、質問するとすぐに教えてもらえたりして、 

「いつでも相談してね」と言って下さる職員のおかげで不安が減り、楽しく働けて 

います。これからも相談や質問をして、ご利用者にとってより良い支援となるような 

関りができるように頑張っていきたいと思います。 

2020年 4月 カトレアの園入職 
勝田 捺美さん 

私は一昨年の4月に入職し、今年で2年目を迎えました。1年目は学生から社会人 

という環境の変化もあり、先輩職員の指導のもと仕事を覚えることに努めてきました 

が、生活支援員としての仕事は決して楽なものではありませんでした。しかし、日々の 

小さな成長やそこから得られる達成感、ご利用者の方やそのご家族からの感謝の 

言葉から得られる生活支援員としてのやりがいを原動力に業務に励んでいます。 

現在は、ご利用者の方により質の高いサービスが提供できるようスキルアップを 

目指しています。介護におけるコミュニケーションは、より緊密であることが求められ 

ますが、発語が難しい方とのコミュニケーションでは、初めは何を伝えようとして 

いるのか分からず大声を上げ激怒する姿に戸惑っていました。分からないからこそより多く関わろうと努め、先輩 

職員の関わり方を真似てみたり、そこに自分なりのアレンジを加えてみたりしながら 

少しずつニーズが理解できるようになりました。この仕事におけるやりがいは、 

ご利用者の方のニーズの充足と共にあると私は考えています。そのため、利用者の 

状況や生活スタイル、性格などを理解した上で、普段からの声がけ、介助業務中の 

会話などを積み重ねていくことで、ご利用者の方との信頼関係が構築されていくと 

私は思います。 

今後、仕事の‘したい’部分も業務の中で上手に取り入れながら、ご利用者 

の方へのより良いサービスの提供に努めたいです。 

2019年 4月 カトレアの園入職 
林 航希さん 

尼崎武庫川園に入職して一年が経ち、時間が過ぎるのが早いように感じ介護の仕事は

大変だなと感じています。特別養護老人ホームで、高齢者と関わることや日々の排泄・ 

食事・入浴介助全般で初めて経験することが多く不安に感じました。ご利用者の名前を 

覚える事から始まり、トイレで排泄介助やオムツ交換など少しずつ経験しました。職員に 

丁寧に教えてもらいながら、少しずつ業務に慣れていき一日の流れが分かるようになり、 

ご利用者とも会話がとれるようになりました。 

ご利用者の中には認知症の人もいるため対応に苦労することも多く、一番関わり方が 

難しいなと思いました。言葉かけ一つで機嫌が変わる人や会話がかみ合わず、動き回る 

人もいたり状況によって対応の仕方も変わったりすることもあります。まずは相手の話を聞き 

否定しないように受け止めることが大事だと感じました。また、食事介助に関して最初は 

怖いなと気持ちがありました。利用者の特徴に合わせて、誤嚥のリスクが高い人はトロミをつけて介助したり、なか 

なか介助が難しい利用者もいて状態によって変わるのだなと思いました。嚥下 

機能や、誤嚥してしまうリスクも考え、何か起こってからでは遅いという意識をして 

日々気を付けて介助していかなければいけないなと感じました。 

介護職で一年が経ち慣れてきたが、考えることも多く日々勉強だと感じました。 

業務や利用者の様子など何かしら変化していくものなので対応していかなければ 

いけないと思っています。実際現場にいると始めは、排泄介助や食事介助など周り 

の動きが早く思い通りにならない事もあると感じました。でも周りに流されず自身 

のペースで業務をしていきたいです。 

2019年 4月 
武庫アルテンハイム入職 

古山 さん 



社会福祉法人 尼崎武庫川園 
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〒663-8001 西宮市田近野町７番３２号 

法人本部            0798-52-6661                 0798-51-5515 

松の園                    障害者支援施設 

        0798-52-6161 

              0798-52-6196 

武庫アルテンハイム        特別養護老人ホーム 

        0798-52-6665 

              0798-51-5515 

第１松の園           就労継続Ｂ型・生活介護 

        0798-52-2224 

              0798-52-6196 

リーブ・フルーリー            障害者支援施設 

        0798-52-6999 

              0798-52-6949 

第２松の園              就労継続Ｂ型事業所 

        0798-52-6181 

              0798-52-6109 

カトレアの園                障害者支援施設 

        0798-53-2307 

              0798-53-3830 

かがやきステーション   相談支援事業所 

        0798-52-2224 

              0798-52-6196 

こころ＆つばさ  グループホーム 

        0797-75-3515 

              0797-75-3515 

ひまわり★ガールズ  グループホーム 

        0797-98-9386 

              0797-98-9386 

阪急電車ご利用の場合  
 阪急電車「仁川」駅から 
 阪急バス「阪急逆瀬川」行に乗車し「田近野」下車 
 北へ徒歩３分 
お車ご利用の場合 
 国道１７１号線の甲武橋西の県道２４号線に沿い 
 宝塚方面に北へ７００メートル 

 

編集後記 

新年あけましておめでとうございます。尼崎武庫川園機関

誌の第 2 号を発行させていただきました。各施設の取り

組みや、新職員のインタビューを掲載していますので初々

しい様子を読んでいただければと思います。うがい、手洗

いをしてお身体に気を付けてお過ごしください。 

 

尼崎武庫川園 広報委員会 

尼崎武庫川園マスコット 

こころちゃん まっちゃん 

発行  ：２０２1年 1月 

発行責任者： 

尼崎武庫川園 理事長 小山京子 

住所  ：西宮市田近野町７番３２号 


