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新年のあいさつ
社会福祉法人大府福祉会
理事長 下村庄平
新年明けましておめでとうございます。日頃は社会福祉法人大府福祉会の各事業所に対し、格別
のご理解、ご協力を賜りまして誠にありがとうございます。
コロナ禍での生活になり、２年が経過しようとしております。初めて直面するこの事態に戸惑い
や不安を感じながらも、できる限りの感染防止対策を徹底し対応してまいりました。ワクチン接種
や治療薬の開発も進み、少しずつではありますが不安も軽減され、元の生活に戻る日を心待ちにし
ている今日この頃です。
当法人の各事業所でも、この状況の中、職員が知恵を出し合い協力しながら、日々の支援に取り
組んでおります。コロナ禍でいろいろと制約されることもありますが、サービスの向上を目指して
まい進してまいりたいと思います。
利用者やご家族を取り巻く環境はますます複雑となり、当法人の事業だけでは利用者の皆様の幸
せな生活を実現するのは大変難しい状況にあり、各種関係機関や地域の皆様のお力添えをいただく
ことの重要性を感じております。当法人としましても引き続き最大限の努力をしてまいりますが、
今後も皆様のご理解をいただきながら、「聴き、寄り添い、動く」の基本理念をしっかりと胸に刻
み込んで、日々の支援に取り組んでまいりたいと思います。

With コロナ時代とどう向き合っていくか
新型コロナウイルス感染症の影響により、私たちの暮らしはさまざまな変化を起こしています。コロナ
ウイルスとの長期戦。この試練とどう向き合っていくのか？私たちにできることは何があるのか考えてい
かなければなりません。
大府福祉会の各事業所では、検温など利用者の体調管理に努めることはもちろん、基本的なマスクの着
用・手洗い・うがい・消毒を丁寧に行い、感染予防対策に努めています。食事については時間をずらした
り、飛沫防止パーテーションを利用するなど環境面での配慮もしています。
研修についても、現在オンライン（リモート）研修が主流となっており、学ぶ場の確保ができ、安全な
環境での職員の自己研鑽につながっています。
コロナ禍の中、大府福祉会が行ってきた取り組みや他機関とのつながりをご紹介したいと思います。

新型コロナウイルス緊急職員派遣の報告
たくと大府

三浦晃一朗

４月２８日、県内の入所施設で、新型コロナウイルス感染症のクラスター（集団感染）が発生しまし
た。前日の２７日に、７名が発熱したため、全利用者と全職員の PCR 検査を実施した結果、利用者３７
名、職員１１名が新型コロナウイルス陽性となりました。
５月１日から５月１４日の２週間、愛知県知的障害者福祉協会が愛知県より依託された緊急職員派遣
として、１６名の職員が応援協力に行き、私は５月７日から１４日の８日間、応援に行きました。応援
職員は当初、陰性者の支援をする予定でしたが、感染のリスクが高く利用者さんには近づくことはもち
ろん、決められた場所以外は入ることができない状況でした。応援職員にできることは何か、みんなで
話し合いながら、汚染されていない場所の消毒作業や、利用者さんの食事の準備、草刈り、ちり紙（ト
イレットペーパー）の補充、配薬袋の作成など…後方支援を行いました。
施設職員は防護服を着て、利用者さんの支援を行っていましたが、人手が足りずに必要最低限（食事・
トイレ）の支援しかできない状況が続く日々で、身体的にも精神的にも疲弊していました。また、感染
拡大防止のために、施設で寝泊まりしている職員もいました。
クラスター発生から２週間経つと（５月１４日）
、元気に声を出す利用者さんや、復帰してくる職員も
いて、施設に少し活気が出てきました。ただ復帰したくても精神的なダメージを受けて復帰できない職
員や、経験の少ない職員、通勤できない職員は復帰できませんでした。同居家族が感染を心配し、離脱
する職員もおり、元通りにはまだまだ程遠い状況でした。
応援業務からしばらく経った６月８日、一緒に働いていた応援職員から、入所施設の理事長と施設長
から「コロナ収束の報告があった。
」とメールをもらいました。とても嬉しく思いました。
まだまだ、日本や世界はコロナウイルス感染の収束とはいきませんが、こんな時だからこそ多くの人
と助け合って、少しでも早く以前のような生活に戻れたらなと願っています。

協力病院によるワクチン接種
東あけび苑

管理者 後藤 洋介

新型コロナウイルス感染症が拡大する中、緊急事態宣言、まん延防止等重点措置があり、今まででき
ていた生活ができなくなり、当法人でも２年連続で一泊旅行や宿泊を伴う行事が中止となりました。
「コ
ロナだから仕方がない」と思いつつも、今は耐える時と考え、最大限の感染予防対策を実施しています。
マスクの着用・手洗い・うがい・消毒の他にできる予防策はワクチン接種です。ワクチン接種は、大
府福祉会の協力病院である共和病院さんに依頼することができました。共和病院さんは年１回の利用者
の健康診断でも毎年お世話になっているので、利用者個々の様子もよく理解して下さっています。接種
日は、病院側のご厚意で日中施設に直接医師、看護師が来て下さいました。接種は順調に進んでいきま
したが、中には利用者によって接種会場の部屋に入れなく廊下に座り込んでしまった方がいました。そ
んな時でも医師、看護師が利用者の近くまで出向き、安心できる声掛けをしながら接種して下さいまし
た。利用者が、各家庭で個人的に集団接種会場や病院に直接予約をして行く流れになっていた場合は、
きっと接種ができなかった方が何人か出ていたのかもしれません。
今回は、普段通っている施設で接種できたので、利用者の接種に対する精神的な負担も最小限ででき
ました。２回のワクチン接種が無事に終了したことは、共和病院さんのご協力があってこそだと思いま
す。大変感謝しております。今後も今まで同様の感染症対策を続けていきたいと思います。

ホームでの取り組みの紹介
若草ホームでは、コロナ禍でなかなか遠出をすることが
難しいため、過去のおでかけの写真や現在のホーム内の様
子など様々な写真を飾った若草ホーム写真展を行っていま
す。写真を通して、懐かしい思い出を振り返ったり、コロ
ナが落ち着いたらみんなでおでかけしたいなど、スタッ
フ・利用者で盛り上がっています！写真は定期的に内容を
変更し、今後も取り組んでいこうと思います。

コロナ禍でのヘルパー活動
コロナウイルスの感染拡大に伴い、ホームヘルパーの外出支援も感染状況に応じて、規模を縮
小して活動をしています。緊急事態宣言、まん延防止等重点措置などの期間は活動範囲を変更し、
電車の利用を自粛したり、昼食をやめてテイクアウトを利用するなど、その時の状況に合わせて
へルパー活動を行っています。今後も、感染状況に配慮し、利用者の余暇が少しでも充実するよ
う取り組んでいきたいと思います。

アートな毎日
～一人ひとりの好き、得意を活かそう！！～
「芸術は爆発だ！」

利用者作：「百人一首の切り文字」

昭和時代の芸術家、岡本太郎さんはこのような名言を残しました。
「人
間らしく豊かな生活、人生を送る上で、芸術は欠かすことができない」
というような意味合いだそうです。
大府福祉会においても、各事業所が絵画活動、創作活動、アート活動
という内容で、アート・芸術に関する取り組みを行っています。利用者
と一緒に活動に参加していると、岡本太郎さんのこの言葉の意味を実感
する瞬間があります。
今回は、大府福祉会の各事業所のアートに関わる取り組みの中から、いくつか紹介します。
「自分らしさ」の表現の場
あけび苑 河西 愛理
あけび苑では、月に１回アート活動を行っており、活動希望のあった利用者に様々な画材を使っ
て製作していただいています。作るもの、使用する画材は、本人に決めていただき、それぞれの適
性・意欲・自由な発想を大切にしています。中には、テーマがないと何を製作すればよいのか分か
らないという方もいます。その方には、工作などの本を提供したり、本人の好きなものや季節にあ
ったものをテーマとして設定するなどの工夫をしています。これらの作品は、作品展に出展したり、
公共施設等に飾らせていただいています。誰かに見てもらい、何かを感じてもらうことで、作品は
より魅力的になると考えています。アート活動を通して、少しでも利用者
のことを多くの方に知っていただけたら幸いです。

アート活動に
「街並み」

て作品制作中
「ルパン３世」
「得意」を活かした作品作り
ひだまり 細井 幸与

ひだまりの創作活動では、模造紙などに利用者の得意を活かした貼り絵や塗り絵や立体型の作品、
トイレットペーパーの芯やプリンカップなどの廃材を使った作品づくり等をしています。
アイデアは職員で決めることが多いですが、作品は利用者が主体となってできることは進めても
らい、難しそうなところは、職員と一緒に制作しています。

特に、色塗りや貼り絵を得意とする利用者が多く、それぞれの個性があ

「夏の生き物協奏曲」

ふれ、その人らしさが出ています。それを皆で作り上げていくと、より素
晴らしい作品ができ上がります。
今回は、「パラアートおおぶ」に向けての作品作りをしました。大府市
内の事業所の合同作品である巨大パズルに色塗りや貼り絵をしたり、廃材
を集めて「おでん」「カブトムシ」「さつまいも」「さんま」をひだまり利
用者全員で一生懸命作ったりしました。ひだまり利用者が作っている姿を
想像しながら見ていただけたらと思います。

パラアートの
作品作り

「アートの秋、オバケの秋！？」
みのり 矢崎綾乃
みのりでは毎年 10 月下旬に開催される、「大府市産業文化まつり」に子どもたちの作品を出展
しています。悔しいことに、一昨年・昨年とコロナウイルスの影響で大府市産業文化まつりが開催
されず、出展ができませんでした。しかし、昨年は「大府文化展」での出
展をしました！
今回の文化展は、ちょうど 10 月 31 日に開催されたので、テーマを「ハ
ロウィン」にし、3 つのクラスで、かぼちゃ・こうもり・おばけを作りま
した。色々な素材で、それぞれとっても可愛らしく、ちょっぴり怖い（！？）
作品ができあがりました。毎月制作活動は行っていますが、みんなで一つ
の作品を作るのはこの時期ならではです。今年は、大府市産業文化まつり
の開催で、たくさんの方に見てもらいたいです。お楽しみに！

いかがでしたか？各事業所とも、いろいろと工夫を凝らして活動に
取り組んでいます。
先日、
「パラアートおおぶ」の作品展に行ってきました。４年に１度
開催されるこの作品展。今回のテーマは「夢や希望がふくらむ世界」
とありました。出展者のみなさんの作品を見ていると、確かに無限の
可能性を感じることができます。作品には、その人の個性や感性が溢
れていて、見ていてとても楽しいです。テーマの通り、夢や希望がふ
くらみ続けます。
おぶちゃんの貼り絵
(パラアートおおぶ展示作品)

笑顔になったエピソード
「笑う門には福きたる」とは、
「いつも笑い声があふれる家には、自然に幸運が訪れる」
という意味があるそうです。今年も皆様にとって、良いことがありますようにと願いを込
めて、各事業所から、「笑顔になったエピソード」を紹介します。

作業で落ち込んでいる利用者さん
に対し、他の利用者さんが「これ美
味しそうだよね！」と料理の写真が
載っている本を見せて話したり、
「一
緒にオセロしようよ。」と誘ったり
等、元気づけようと優しい会話をし
ている姿を見てほっこりしました。
あけびの実

去年、みのりにヤギが遊びに来てく
れました。よしよし～つってね、みん
なで可愛がりました。そんな中、落ち
葉を食べるマネをしている子がいた
んですよ。むしゃむしゃ～って。ヤギ
に“なりきりめぇ～人（名人）”、なん
つって。
みのり

休日に利用者さんを苑で預かるこ
とになり、近くのスーパーでお寿司
を買い、たくとで一緒に食べました。
日課のドライブでそのスーパーの前
を通るたびに「お寿司買って食べた
ね！」と話してくれます。
たくと大府

散歩中に、ある利用者さんが、通
り道に生えていた葉っぱをちぎり取
ったとき、別の利用者さんが「取っ
ちゃだめです！大事な木！」と声を
かけていました。自然を大切にする
利用者さんの思いに感動しました。
東あけび苑

こだわりが強くて集団活動が難し
いために絵画活動が行えなかった利
用者さんでしたが、環境を調整した
ことで行えるようになりました。作
品を一生懸命作る姿や活動を通し
て、一緒に思い出を作ることができ、
とても嬉しく感じました。
あけび苑

前はマスクを着けることができな
い利用者さんがいました。はじめは鏡
の前で、大好きなドラえもんのマスク
を着けることから始め、何度も根気よ
く行うことで徐々にできるようにな
り、今では苑や家でもできるようにな
りました。日々の支援の賜物だと思い
ます。
地域生活支援センター「そら」
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自販機で冷たい缶コーヒーしか売
っていなく、温めて飲みたいと言う
利用者さんに対し、職員が「ふとこ
ろで温めますよ」とつぶやくと、
「チ
ンして温めてよー」と言って周囲も
みんな大笑い。冷たいコーヒーもそ
の場も温まりました。
ひだまり
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寄付の紹介
～２０２１年寄付者・募金箱設置協力者一覧～
皆様からたくさんの寄付をいただきまして、ありがとうございました。
敬称略・順不同でご紹介させていただきます。
住友重機械労働組合連合会名古屋地方本部
柏木産業（株） ろばた夢弥もん吉

大府市更生保護女性会

ビオ・トープ

社会福祉法人中部善意銀行

焼肉大豊 秀文堂 まるはち

スポーツキューブ共栄 伍島園 ローザンヌ ふじ寿司 楽喜 ナイル ヘルメス サンおおぶ
バードランド 美容室アール
柊みみはなのどクリニック

菓蔵
茶屋亭

近藤産興(株) 卯っ娘

リッチ美容室

KABIRA 松葉 池田直博 吉左右 大府歯科医院 だるま

峠のお店 Café de Point 黒船屋 麺や OK 串泉 近崎ふれあい会館
ばーばら

軽食・喫茶ぴおね

ロダン美容室

まるはちラーメン

レクサス東海

おはようくん ブックセンター名豊

(株)豊田自動織機 塚原広二

子育て支援サークルあそびのいっぽ

近藤養鶏園 深谷洋二

中京 BR 横根午未会

豚そばぎんや

麺の坊晴レル屋

神田地区民生児童委員協議会

ヤマト商店 小島洋品店

一般社団法人日本レコード協会 大府福祉会手作り活動部 ひだまり家族会
デンソーハートフル基金 豊田自動織機学友会 愛三工業(株)

その他匿名の皆様

（２０２０年１２月１日～２０２１年１１月３０日）

【東あけび苑西棟改修】

【ひだまり公用車】
「公益財団法人森

「公益財団法人 JKA」様

村豊明会」様からの

から補助金をいただき、

助成金で東あけび

スロープ式福祉車両を購

苑の西棟の改修工

入しました。

事を行いました。

【ユニフォーム T シャツ】
「(株)名古屋グランパスエイト」様から

【あけび苑トイレ改修】
「愛知県共同募金会」様からの助成金であけび苑の

中部善意銀行を通してユニフォーム

トイレの改修工事を行いました。

T シャツをいただ
きました。
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