年１月５日︵月︶仕事始めの午前９時より理学療法

年頭所感
平成
室にて職員一同を集め︑ 梶浦理事長より︑新年にあたっての
︵要旨は次の通りです︶

● ４月１日
入園式

入園説明会

卒園式

● ４月２日
春の遠足
秋の遠足

夏祭り
︵親の会︶

●１月 日 たこあげ大会
●２月３日 ゆきあそび
︵六甲山︶
●４月３日
春の遠足︵大泉緑地公園︶

入園式

卒園式

●５月８日
幼稚園・保育所交流会

●３月 日

●５月 日

●６月 日

●６月 日

●６月 日

●６月５日

両親教室︵耳の話︶

両親教室︵歯の話︶

港めぐり

両親教室︵福祉の話︶

●７月６日

●７月６日

両親教室︵ＯＢの体験談︶

親子のつどい︵ゲーム大会︶

●８月 日 ディキャンプ
︵信太山青少年野外
活動センター︶
秋の遠足︵ぶどう狩り︶
運動会︵八幡屋公園︶
合同保育︵クッキー作り︶
生活発表会
月 日 クリスマス会

月７日

月 日

月 日 日曜参観

月 日

●９月 日
●
●
●
●
●

ゆうなぎ園

分〜

佐智子

松永

久美

毎年恒例の
﹃港めぐり﹄
が︑今週

ゆうなぎ園保護者

三田先生を送る言葉
あさしお園父母会
宮森
あまりの突然な訃報にみんな

平成

月︵順不同・敬称略︶

年１月〜

ボランティア活動報告

平成

月

様にはいろいろお世話になっております︒長年携わって頂いている方︑

いました︒顔を見ると
﹁ちゃんと

人の事を気にかけてくださって

のの︑
いつも︑子どもたち１人１

お会いすることは少なかったも

ごされておられましたので︑
園で

園長先生は︑多忙な毎日を過

していたこと︒
クリスマス会では
﹃

に切るんだよ﹄
とこだわりを説明

てウドンをこねて︑﹃ちくわは斜め

キャンプのうどん作りで一緒になっ

もたちにお菓子をくれたこと︒
ディ

いました︒生駒山の山登りで︑子ど

ば︑
いつも気軽に声をかけてくださ

ニチイ学館大阪支店▼大阪菓業青
年クラブ▼﹁読書のめぐみ運動﹂
推進本部▼日本出版販売
▼川村義肢
▼西口照男▼井岡和雄▼宮岡美砂
▼古谷義信▼南光仁子▼中道正博

あさしお園
︿寄附金﹀
▼港遊戯業組合▼細井雅之▼三田
喜子

オフィス ▼さくらんぼの会▼ウメ
ダ地下センター商店街振興組合▼読
書のめぐみ運動推進本部▼川村義肢

ゆうなぎ園
︿寄附金﹀
▼港遊戯業組合▼三田喜子

毎年ながら︑本園︑あさしお園︑ゆうなぎ園で︑ボランティアの皆

信金中央金庫大阪支店▼大阪府玩

︿寄贈品﹀

年１月〜

園児に寄せられた温かい
ご支援を心から感謝いたします

本 園
︿寄附金﹀
▼日進交通

新しい方々に職員一同心から感謝し︑厚く御礼を申し上げます︒

ご飯食べてるか？﹂﹁大きくなっ

みなさ〜ん︒
サンタではなくて三田

恵子

由貴子

▼読書のめぐみ運動推進本部▼学校

図書館によい本いっぱい運動推進連

盟

あさしお・ゆうなぎ園

︽ウメダ地下センターより寄附︾

ウメダ地下センター商店街振興

組合は︑毎年末に大阪市を通じて

福祉施設に希望の品を寄付されて

おり︑収受式は福祉施設を順次訪

れて行っておられます︒

月２日

くお願い致します︒

本 園

あさしお園

▼あさしおこどもまつり ８(月８日 )
︽四条畷学園短期大学 名︑近

▼鶴ケ丘駅構内２ケ所のバギー置

場の整理︑整頓︑清掃を月１回

門

名︾

ン専門学校２

２名︑大阪

期大学

ション学院３名︑南海福祉専

名︑計

▼運動会︵

常磐会短期大学２名︑南海福

月６日︶

祉専門学校１名︑前日も含め

べ６名︶

︵

︽常磐会短期大学２名︑京都外

▼生活発表会

国語大学１名︑前日も含め延

べ４名︾

名︾

︽港区ボランティアビューロー

▼両親教室

他の紹介の皆様︑延べ

▼保育介助要員として

延

︽神戸医療福祉専門学校２名︑

月 日︶

リハビリテーショ

３名︑常磐会短期大学

学院３名︑大阪千代田短

専門

畿中央病院付属リハビリテー

▼病棟横シーツ・食事用エプロン ・

学校５名︑清恵会第２医療

︽南田辺地区民生・児童委員協

議会婦人部の皆様︾

▼病棟シーツ交換を

毎週火曜日午前中

︽近隣の皆様︑東住吉区ボラン

遊

ティアビューロー紹介の方々︾

▼夏休み期間中︵７月 日〜８月

日︶

・病棟の学童︑中高生ＯＢの勉強

び相手として

・通園保育に参加

名︾

そ[の後の運動会やお楽しみ会
にも参加していただきました ]

名︑延べ

設課木村利雄課長代理に目録が授

車椅子用股ベルト等の縫製

︽計

与され︑木村課長代理より大阪市

︽東住吉区ボランティアビュー

ローのご紹介の福島様︾

︽住吉区万代四町会の皆様︾

︵夏季期間中心に︶

︽国際仏教大学

▼リハ部木工ボランティア

︽大阪リハビリテーション専門

児童の遊び相手として

中央病院付属リハビリテ

ーン学院１名︑
その他

１名︑延べ

★第１回
７月３日午前９時 分より
︿訓練内容﹀
☆通報訓練︑避難訓練︑避難時の
注意事項の再確認とはしご消防 車
の展示と実演︵参加人数 人︶
★第２回
月８日午後４時 分より
︿訓練内容﹀
☆避難経路の確認︑消火器の点検

あさしお園・ゆうなぎ園

名︾

近畿

名︑南海福祉

ＤＶＤデコーダーをご寄贈頂きま

専門学校１名︑大阪千代田短

幸代

期大学１名︑香川大学１名︑

学校吉中様︑
亀岡様 月１回︾

薫・他

日

中沢

ーショ

した︒
又︑当日子どもたちへは袋詰

本 園

消防訓練の実施

︵９月より４回︶︽沼野様︾

▼北病棟

︽吉谷様︾

▼ 春休み期間中︵３月 日︶

ます︒

なにわ

日・

辻

支援の実際を通して̶

月

あさしお園

年

回全国肢体不自由児

★平成

第

療育研究大会︵長崎県︶

﹃２歳児から保育所へ移行した

月

日

痙直型四肢麻痺の経過報告﹄

年

ゆうなぎ園

★平成

回全盲ろう難聴幼児施設協議会

★第２回
月 日午後３時 分より
︿訓練内容﹀
☆２階病棟
昼間想定の避難誘導︑通報訓練
☆消火訓練
水消火器による消火訓練

通しての母子関係の変遷̶
平成 年度の研修会および自衛消
赤 和也・他
防訓練の実施に当たり︑大阪市東住
★ なにわ 巻２号
吉消防署のご協力を得ました事に感
﹃大阪市の作業療法﹄
謝申し上げます︒
★新入職員研修会 ４月２日
̶現状と課題̶
﹁防火の心得﹂
茂原直子
東住吉消防署 予防係
★ 作業療法ジャーナル 巻３号
消防司令 高垣 正氏
﹃子どもの生活技能評価﹄
★第１回 ６月９日午後３時より
̶ Assessment of Motor and
︿訓練内容﹀
︵
︶̶
AMPS
process Skills
☆北病棟
辻
薫
夜間想定の避難誘導︑通報訓練
★ 作業療法ジャーナル 巻３号
☆通園部 避難誘導訓練
﹃学童期の暮らしと作業療法﹄
☆消火訓練
屋内消火栓による放水訓練
̶大阪府寝屋川市での学童期
水消火器による消火訓練

支援﹄
つ幼児と母親への ADL
̶作業療法︑理学療法を

﹃先天性多発性関節拘縮症をも

★

巻２号

組合の皆様のご厚意に感謝いたし

ウメダ地下センター商店街振興

のお菓子を全員にいただきました︒

・ドラムとばち︑
又ゆうなぎ園には

・ベビーカー・ミーティングテーブル

あさしお園にはトリップチェアー

長の感謝状が渡されました︒

当園を会場として行われ︑振興組合

尚︑新しいボランティアのご参加をお待ちしておりますのでよろし

具・人形問屋協同組合連合会▼熊本

たなあ！﹂等と園児たちの成長

だよ︒﹄
とジョークたっぷりに登場

日に無事終わりました︒今年は

県経済農業協同組合連合会▼大阪

を私たちと一緒に喜んでくださ

されたり⁚⁚色々な事が思い出さ

ただただ驚きました︒入院なさ

▼西野︵入所児叔母︶
▼南田辺民生委

いました︒様々な相談にも親身

れます︒
でも︑先生はいつも子ども

何とか雨を逃れ︑子どもたちも親

近鉄バッファローズ中村紀洋▼マラ

になって対応してくださいまし

たちと同じ目線まで降りてこられ

っているのはお聞きしてはいた

員会▼田辺地区民

た︒経験豊富で教育現場の実情

︑子どもがしゃべるのを優しく聞い

も充分楽しむことが出来ました︒

イヤ・キャリー▼

や親たちの心構え等を両親教室

てくださいました︒私たちの些細な

ものの︑
お元気になられてお会い

生委
▼﹀
坂本好美▼山下博司▼
︿
寄員
贈会品

を通じお話してくださったこと

愚痴も根気よく聞いて︑
なだめてく

山本善彦理事長より大阪市健康福

いつもニコニコ笑顔だった園長先

を参考にこれからの子どもたち

れたり共感してくれたり⁚⁚⁚︒

︿寄贈品﹀

祉局福祉本部障害者施策部障害施

するのをみんな楽しみにお待ち

の成長に役立てて生きたいと思

園長先生とのお話がきっかけで︑

▼信金中央金庫大阪支店▼大阪府

生︑玄関で私たちの姿を見かけれ

っています︒

解決の糸口を見つけた親もたくさ

していたのですが⁚⁚⁚⁚︒

体調不良を押して最後まで園

んいます︒本当に有難うございまし

電池工業会▼大阪菓業青年クラブ▼

児たちのために全力を尽くして

た︒遠い空の上からきっと︑私達を

中村

昌幸

夜尿調査﹄
川崎

ウメダ地下センター商店街振興組合

くださった園長先生に大変感謝

見守っていてくださることを信じ

▼台北百齢ロータリークラブ▼大
阪兵庫生コン経営者会▼大阪府玩
具・人形問屋協同組合連合会▼大阪
近鉄バファローズ中村紀洋▼マラ
イヤ・キャリー▼日本自由同和連盟
▼

するとともにご冥福をお祈りい

て私たちもこれから頑張って行き

回日本障害者歯科学会

年

︿看護部﹀
★平成
日

月

医療看護部会 京(都市

年

﹃中枢性運動障害児の

東海・北陸・近畿ブロック

・

月

視覚的アプローチの応用﹄

﹃自閉症児の歯科診療における

中村

咬合誘導を行った２症例﹄

﹃病棟においてＭＦＴと

第

達の挨拶とさせていただきます︒

尊敬と感謝の念をこめまして私

たいと思います︒

たします︒

)

玩具・人形問屋協同組合連合会▼熊
本県経済農業協同組合連合会▼大
阪近鉄バッファローズ中村紀洋▼日
本自由同和連盟▼マライヤ・キャリ
ー▼

▼保育行事参加
◎お誕生日会︵７月 日︶ ＊人
形劇︵７月 日︶
﹃てんまのとらやん﹄
︽田中小学校
おはなしサークル
﹁プー﹂
︾
＊
﹃エイサー﹄︵８月７日︶
︽沖縄エイサー太鼓
﹁琉響会﹂︾
＊
﹃大正琴﹄︵ 月 日︶
︽あさしお園ＯＢ︾
◎クリスマス会︵ 月 日︶
﹃フルート演奏﹄
︽相愛大学学生︾

★平成

〜

第

全国研究・研修大会
︵神戸市︶

﹃聴覚・講和・指文字の

トータルコミュニケーション

美奈

で臨んだ３歳児の事例報告﹄

下司

実習生︑研修生の受入状況

月

平成

年１月〜

本 園

︿診療部﹀

日〜６月

日〜

日

日

３名

３名

歯科衛生士科

月

月

名

年

日

日

３名

３名

名

名

月 日 土( )
回園内研修会

▼聖徳園
３月 日〜 日
理学療法士 辻野綾子
▼宮崎市総合発達支援センター
５月 日〜 日
言語聴覚士 井崎基博
▼ 行岡リハビリテーション専門学校
６月２日〜７月 日 ２名
▼ 大阪リハビリテーション専門学校
６月９日〜７月 日 １名
▼四条畷学園短期大学
６月９日〜７月 日 １名
▼吉備国際大学保健科学部
６月 日〜８月２日 １名
▼京都障害児福祉協会
８月５日 ~日
作業療法士 伊吹美希子
▼大阪府立看護大学
８月 日〜９月 日 １名
▼国立療養所近畿中央病院付属
リハビリテーション学院
８月 日〜 月９日 １名
▼京都大学医療技術短期大学部
９月１日〜 月 日 ２名
▼大阪府立看護大学
９月１日〜 月 日 １名
▼高槻市かしのき園
月９・ ・ 日
小澤洋一・他２名
▼ 大阪リハビリテーション専門学校
４回
各２名

▼四条畷学園
１週間を２回
各数名
▼ 大阪リハビリテーション専門学校
１週間を 回
各３名

︿通園部﹀

▼ 大阪歯科大学

６月 日〜６月 日 １名
７月１日〜７月４日 １名

あさしお園

▼国立療養所近畿中央病院付属

リハビリテーション学院

１月 日〜２月

日 １名

２月 日〜３月６日 １名

６月９日〜７月 日 １名

３名

３名

３名

３名

３名

３名

３名

３名

３名

▼ 大阪リハビリテーション専門学校

５月 日

６月２日

６月９日

６月 日

６月 日

月 日

月 日

月１日

月８日

▼常磐会短期大学

６月９日〜６月 日 ２名

９月８日〜９月 日 ２名

月 日〜１月 日 ２名

園

★ ２階病棟内装張替

★ 消火栓ホース取替

▼四条畷学園短期大学
８月４日
２名
８月５日
２名
８月６日
２名
９月１日〜９月５日 ２名
９月８日〜９月 日 ２名
▼信愛女子短期大学
８月４日〜８月 日 ２名
︵８月９日〜１７日を除く︶
▼神戸医療福祉専門学校須磨校
８月 日〜９月 日 １名
９月８日〜９月 日 １名
▼清恵会第二医療専門学院
９月１日〜 月 日 １名
▼阪南中央リハビリテーション
専門学校
９月８日〜９月 日 ２名
▼関西医療技術専門学校
９月 日〜９月 日 ２名
９月 日〜９月 日 ２名
▼神戸総合医療介護福祉専門学校
月 日〜 月 日 １名

★ 吸収式冷温水機修理

ゆうなぎ園

▼神戸総合医療福祉専門学校
２月 日〜２月 日 １名
▼神戸医療福祉専門学校
８月 日〜９月 日 １名
▼関西学研医療福祉学院
９月 日〜 月 日 １名

け︑訓練が終わればグタっとする

の訓練でした︒娘はずっと泣き続

も時間が来たら︑食卓を片付けて

からがなかなか進まず︑お正月で

してみました︒それが南大阪療育

ち状態であったこともあり︑受診

えてくださり︑色々なことが頭打

訓練に通っているかたがいると教

園との出会いでした︒３歳前のこ

な関係です︒親はなれ・子離れが

私が通訳になり２人は空気のよう

た︒歩けるようになることだけで

どういうことなのか解り始めまし

時︑ふと障害を持つということが︑

ず︑機能的な成長が難しくなった

ときに︑通園があることを知りま

での訓練が疎かになってきたその

はりよく泣きました︒徐々に今ま

外来で訓練が始まりました︒や

とでした︒

気になるところですが︑すぐに変

した︒ここで訓練・療育が受けら

私は機能的なことしか目に入ら

訓練付けの毎日でした︒

えるのは難しいと考えています︒

障害は克服できない︒障害とは︑

♣ 歩んできた道

奈良からは無理でした︒時間も

れる︒ここへ来たいと思いました︒

生後半年ほどして︑体重が増え

ないので検査をし狭頭症と奈良の

惜しかったのと息子の就学にも重

営みは無いんだと思っていました︒

生活は無い︑本当の意味の家族の

けるようになるまで私たち家族の

半年上の息子がいますが︑娘が歩

練をすると決めていました︒３歳

でしたが︑私は何が何でもこの訓

時間もあり︑時間を作るのが大変

必死にしました︒ミルクや昼寝の

るのはこの訓練しかないと本当に

手術もして貰えたし︑娘を良くす

宅でも何時間もの訓練をしました︒

訓練に週２回通い始めました︒自

退院後︑電車・バスを乗り継いで

況に置かれていると認識しました︒

手術の前後で私たちが大変な状

ばよくなると思っていました︒

知識もなく１歳になり手術をすれ

当時の私は︑障害について十分な

りました︒奈良に住んでいました︒

力がついたら手術をすることにな

を知ることが出来ました︒今まで

ことを知り︑そこで﹁療育﹂機関

たまたまご近所に親の会がある

う考えには及び至りませんでした︒

からも情報は無く︑相談するとい

もありませんでした︒保健婦さん

ているのか︑そういった情報は何

か︑住んでいる地域で何かなさっ

のか﹁療育﹂の場がどこにあるの

なかったのか︑私が求めなかった

専門機関に相談するという情報も

必要であることに気がつきました︒

がら︑やっとしたが︑﹁療育﹂が

実際たくさんの本を読んでいな

いうことの理不尽さを感じました︒

とした歩みに本当に障害を持つと

なるような努力を重ねても︑遅々

い気持ちになりました︒気の遠く

ることは無いのか︑何とも言えな

害を持つ我が子には︑自然に備わ

がら機能を獲得していくのに︑障

いのか︑元気な子どもは楽しみな

ちで獲得していかなければいけな

来ました︒

意味で同士を得︑心にゆとりが出

ろいろなお母様方とも接し︑ある

有意義な時間かと思いました︒い

味わいました︒一時間がこんなに

自由な時間を娘が生まれて初めて

母子分離保育で私は︑一時間の

です︒

の荷物の重さにも気づなかったの

今まで必死にやってきたのでそ

ありました︒

負っていた荷物を降ろせ解放感は

という安堵感と︑今まで自分が背

こへ来て親の役割の大半を終えた

出そうとする気持ちのすごさ︑こ

ない姿勢︒子どもの可能性を引き

があるからということで特別視し

他の保護者の明るく︑また障害

の姿を取り戻しました︒

た︒私だけではなく︑家族も本来

したが︑親の生活のケアありまし

た︒医療的バックアップは勿論で

通園はすばらしいと感激しまし

知的な部分もなにもかも自分た

この娘を歩かせて始めて私たち家

の訓練の上に新たな療育をするの

なり︑大阪に転居しました︒

息子は︑遠くにしか幼稚園がな

ですから︑生活はさらに忙しくな

た︒

族のスタートと心に決めていまし

いため送迎時間が無く︑一緒に連

りました︒

長先生の好意で送迎がかないまし

た︒娘に全ての照準を合わせた極

端な生活をしていました︒

訓練を始めて３ヶ月でハイハイ

も出来るようになりました︒それ

まま続けていいものかどうか︑で

こうした無理のある生活をこの

たので︑充たされることの少ない

し方として訓練に重きを置いてい

面の遅れを彼女なりに取り戻して

取り戻すかのように︑知的や情緒

生活だったのでしょう︒今までを

そんな時に︑近所の方が大阪に

い悩んでいました︒

も訓練しかないのだからなどと思

ってきました︒娘は︑日々の過ご

娘も保育の場が出来︑笑顔が戻

れ歩くことにしていましたが︑園

病院で診断され︑１歳になって体

にやっと気付きました︒

そんな生半可なものではないこと

園 内 研 修 会

回園内研修会

平成

日に︑第

㈰

数年のお付き合

ートでは立って声援を送りました︒

り普段は立てない娘ですがコンサ

ンキ・キッズのファンクラブに入

い女性に育ち︑自慢の娘です︒キ

いになります︒笑顔が素敵で明る

♣わが子の今
娘と療育園は

て地域で活躍中︒

東住吉区ユイの会の設立を通し

外来利用の岩田悠佳産のお母様︒

︿講師プロフィール﹀

﹃子育てを通して思うこと﹄
岩田幸江さん

話をうかがうことが出来ました︒

いていますお二人から︑貴重なお

題し︑長年当園を利用していただ

﹁利用者の声に耳を傾けよう﹂と

︻第２部︼

い︒

発行されますので︑ご参照くださ

詳細は︑園内研修研究報告書が

の講演がありました︒

︵牛尾実有紀看護師長︶

⑶入園での実践報告

︵柴垣秀一看護師長︶

⑵感染症対策新ガイドライン

︵溝口幸枝看護部長︶

⑴感染症対策の新たな動向と理念

﹁感染対策の今﹂をテーマに

︻第１部︼

が開催されました︒

月

﹃利用者の声に耳を傾けよう﹄

第

１月 日〜 日
作業療法士 新井睦美
▼岐阜県立希望が丘学園
３月３日〜５日
理学療法士 中野剛志

▼姫路市総合福祉通園センター

︿リハビリテーション部﹀

日〜６日

６月 日
▼大阪府立千里看護専門学校
月 日〜 日
月

▼ 堺看護専門学校

︿看護部﹀

月

９月１日〜

▼行岡医学技術専門学校

６月

５月６日〜５月

歯科衛生士学院専門学校

▼大阪産業大学附属

15

娘は言葉で表現できないので︑

★ 北病棟倉庫設置

10

本 園

平成

年１月〜

▼ 堺看護専門学校

▼ 神戸医療生活協同組合

月

協同歯科

▼ 大阪府立千里看護専門学校

名

２名

大阪市立南港光小学校

大阪市立九条幼稚園

大阪市立新高幼稚園

大阪市立深江小学校

大阪市立平野養護学校

大阪市立光陽養護学校

大阪市立明治小学校

大阪市立茨田南小学校

４名

泉北ぴょんぴょん教室

学校法人

大阪医専

大阪ろうあ会館運営委員会

泉佐野市立末広小学校

ゆうなぎ園

箕面市立萱野東小学校

芦屋市立教育委員会

神戸市立友生養護学校

大阪市立東中浜保育所

大阪市立鶴浜小学校

門真市立南小学校 ２名

財( 大)阪養護教育振興会
れんげ保育所

ゆうなぎ園

１名

５名

２名

１名

１名

３名

５名

４名

２名

３名

１名

１名

１名

３名

３名

２名

名

名

名

１名

２名

名

龍谷大学

梅花女子大

箕面市立萱野東小学校

泉佐野市立木馬園 １名

名

１名

大阪医療専門学校

大阪市立盲学校

１名

７名

にも思いを寄せることが出来まし

娘にも友達が出来︑やっと息子

せられませんが︑娘も先生の期待

親だったら転ぶリスクを考えてさ

でエリマキトカゲの扮装でした︒

した︒運動会では︑クッラチ歩行

名

た︒今まで目を届かせることが出

はそれでいろんなことを考える材

しんどい思いをしましたが︑それ

いろんな意味で︑親も娘も大変

によく応えました︒

目的に入園を進められ︑まだ︑訓

料になり︑それもひっくるめて︑

最初︑別れの場所が薄暗いという

として出来る精一杯のことでした︒

家族揃って送っていくことが家族

ましたが︑娘は泣いて別れました︒

生活で家庭を基本にして行きたい

しい思いもあります︒これからの

娘と共感するものが無かったと寂

ることがどうなのか︑９ヶ月間︑

家族である以上︑離れて生活す

病棟経験でした︒

ことで泣いたように思います︒別

というのは︑病棟生活の経験を通

私は︑ある時からあるがままに

れというものが︑朝ならいいと思

泣き続けているとは思っていませ

娘の障害を受け入れていこうと思

じて切実に思うことです︒

んでしたが︑娘は泣けば連れて帰

いました︒

たよ︒おうちにいよう﹂といった

に帰るとは言い出せず︑﹁わかっ

いたい﹂という︒私は︑明日病棟

の足りない部分ばかりに目がいく

思っていた位ですので︑常に︑娘

で︑その後に家族の生活があると

兎も角健常に近づけることが目的

訓練で必死になっているときは︑

ものです︒親として本当のことは

障害というものがどういうもの

私でした︒

今振り返ると︑この経験は親子

か解らないからもがき苦しんでい

最近まで障害のためにいつも確

解ったときには︑もういいんだ︑

うことが︑こういうことなんだと

たと思いますが︑障害を持つとい

認するのだと思っていましたが︑

どういう状態にあっても親として

こちらの園ほど︑親が信頼して

私の言うことが︑本当か嘘か疑う

けに﹁帰ってくるか﹂と聞きます︒

子どもを預けられるところは他に

それが娘という風に受け入れられ

９ヵ月後︑通園に戻っても︑入

は無いということは︑ゆるぎない

気持ちがトラウマとなって今も残

学しても一年間泣いていました︒

事ですから︑これからもそういう

るようになりました︒

脳波を撮るのも︑病棟のベッドの

入園の話があれば︑私はこちら以

外︑他の施設では考えられません︒

杯あります︒一杯ありますが︑病

細かいことで言えば︑心配は一

た︒

な意味で影響のあった９ヶ月でし

年の中の９ヶ月は︑いろいろ

か泣きました︒

印象から置いていかれると思うの

ったように感じます︒今日も出か

ます︒

ともどもすごいことだったと思い

言えずに︑９ヶ月嘘を通しました︒

土曜日には︑﹁ずっとおうちに

ってもらえると思ったのでしょう︒

いました︒泣いて別れてもずっと

日曜日の夕方︑園に送って行き

た︒

練に心を寄せていたので決めまし

就学前準備として︑身辺自立を

よかったとも思っています︒

来ませんでしたが︑それはそれで

大阪市立桜宮小学校

３名

１名

大阪市立北恩加島小学校

大阪市立長橋小学校

楽しいことも経験させて頂きま

と言われれば︑そうは思いません︒

寝屋川ぴょんぴょん教室

２名

各数名

専門学校 ８名

▼ 大阪リハビリテーション

▼四条畷学園

１週間を２回

あさしお園

２名

★作業療法室整備工事

いきました︒人としてバランスの

大阪市立西淀川養護学校

あさしお園

とれた２年間を過ごしました︒

学校法人 同志舎 １名

大阪市立北津守保育所

大阪大学医学系研究科

伊丹市立きぼう園

名

月 日 １名
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施設見学のみなさん

▼大阪医専
月 日〜

★ 北病棟引戸取付

棟生活が無かった方がよかったか

（６）

第１９号

小学校では︑最初の頃よく泣い

てはいましたが︑親子で始めて地

域デビューをし︑地域に根ざした

生活が始まりました︒

娘もカルチャーショックを受け

貸マンションに入居し︑改造が必

学校卒業後︑行くところが無いの

ナビとかかわりを持つようになり

朝・昼は︑前の晩の残りをお弁当

ました︒自立生活プログラムを実

ピア・カウンセラーとして働いて

出ずに︑釘一本打てないこともあ

施し︑３年間かけて一人暮らしを

もらい︑週１回作業所に通ってい

でした︒お母さんに駅まで送って

果たしました︒

リハビリの先生からは︑ここを

ました︒お母さんの都合でいけな

ソフト面︑いわゆる介護が必要に

だから︑後は人海戦術というか︑

ります︒工夫も限界があります︒

専門的な相談をするところが無か

昼間は︑ピア・カウンセラーと

主に夕食が大変だと思います︒

で探して欲しい︑という相談から

う意味で︑障害者が同じように障

要になります︒でも大家の許可が

害を持っている立場の人たちを支

につめてもらうだけなんですが︑

障害児のいる家庭には︑きちん

います︒ピアというのは仲間とい

とケアしていただきたいと思いま

ったことが残念です︒

す︒障害児を始めて持つ親は︑初

して月曜から土曜まで働いていま

っています︒その方は︑食事・ト

ちょっと工夫したら出来るかもな

す︒それには職場介助者として雇

イレ・外出の介護をしてくれます︒

どと言われることがありますが︑

同じように障害を持っていて︑

援することです︒

悔しかったこと︑悲しかったこと

昔は自分でパソコンも打っていま

心者です︒どう突き進むか解りま

せん︒その軌道を修正していただ

が同じように良くわかるという意

したが︑しんどくなって今は︑筆

たのか︑元気なお友達と一緒に過

ける方が︑常にそばにいて欲しい

味で︑ピア・カウンセラーは良い

のレジュメも打ってもらいました︒

記介護をしてもらっています︒こ

件位の相談がありま

私の仕事のお話をします︒ナビ

る場合もあることはありますがね︒

ように行きません︒親御さんがや

それだけのお金も無いわで︑思う

自分で一人で作業所に通えないの

いと教え続けられてきた彼女は︑

ん︒小さい頃から出来ることは偉

にかして﹂と自己主張が出来ませ

お母さんに﹁行きたいから︑どう

い日もあったが我慢していました︒

当初︑在宅ですから家族と同居

のです︒そういう人は︑子どもが

効果を持つと思います︒このよう

な心理面とともに生活での具体的

最近は何かと忙しく︑７時頃帰

では︑月に

なります︒

す︒お友達が︑担任を補うかのよ

いくつになっても必要です︒

ごす事がいい刺激になったようで

うに良くしてくれ︑楽しい小学校

生活を送らせていただきました︒

支援支援をします︒

宅して︑夕食後に入浴して寝ると

す︒電話で済むこともありますし︑

最後になりますが︑私が療育園

皆さんとはお付き合いが長いで

いうパターンです︒その間︑学生

がないと思っていたということで

は︑自分の責任︑諦めないと仕方

にお願いしたいことは︑ショート

す︒また︑皆さんはたくさんの障

主婦・労働者の方に来ていただい

中学校は︑娘の持っている力を

親は︑いつまでも元気でおられ

害者の方と接しておられます︒け

来所や訪問に行くこともあります︒

コツコツと積み上げ引き出してい

ない︒何かあったときに︑私はこ

れども地域でどんな生活をなさっ

器官切開をしている方は訪問にな

ステイの受け入れです︒

の時間の概念を教えていただき︑

ちらにお願いしたのです︒それは

ています︒食事介護・入浴介護・

ただけました︒一週間︑一日など

そのことで生活しやすくなりまし

た︒テレビのビデオ予約が出来た

私だけの願いではなく︑こちらに

着替え・トイレ・筆記や終身準備

そこで︑２週間に１回のピア・

す︒

ているか︑一人暮らしの障害者は

障害者ケアマネジメ

どんな暮らしかイメージし難いか

りますね︒

訓練に通う方全ての願いです︒何

かあったら︑療育園にお願いした

も介護が必要です︒

り︑生活の基本を学びました︒

高校は養護学校で︑楽しい取り

と思います︒お話を聞くだけでは

ヘルパーは一週間で︑朝は６人

地に行きたい︑美容院にいきたい

関を使って出かけたいとか︑遊園

自立したいという相談や交通機

たちは︑情報提供はしますが指示

解決の道を自分で探すのです︒私

自分の希望を認めることによって︑

所に通いたいと言うことですが︑

ントの手法を使い︑長期計画を立

どうしても解らないことがありま

昼は３人・夜は７〜８人で廻して

などの相談もあります︒美容師の

はしません︒この時の支援者とし

大体このパターンの人が多いで

い︑療育園にそういう機関になっ

カウンセリングを受け︑自分が何

います︒ほぼ日替わりです︒こう

ての対応はどうしますか︒皆さん

をしたいのか︑この場合は︑作業

私の場合は︑少し特殊です︒皆

して私は︑ヘルパーだけでも様々

中には障害者を怖がってしまうこ

てて市に提出し︑介護をつけてい

と思っておりますので︑どうぞ︑

さん作業所に週３回くらい通うの

ともあるのです︒

きます︒

いました︒楽しい事があったら︑

よろしくお願いいたします︒

が普通のパターンです︒私は︑

な人の関わりを持っています︒

すが︑泊まり介護の必要な人もい

こんなに生き生きと積極的になれ

時出勤で６時頃まで仕事︑時々は

ます︒

組みを追及する校風でした︒親は︑

特性を生かした専門的な教育を期

ていただきたいと︑皆さんが願わ

私の例をお話して一緒に考えて

す︒

れていることと思います︒

待していましたが︑娘は初めて︑

朝起こさなくとも起床し︑着替え

るのかと学ばせてもらいました︒

労基法違反の時もあるんですけど

これからも︑お世話になりたい

この頃︑私は地域でやっていき

もね︒会議が

いただければと思います︒

たいと思い始めていました︒日中

ります︒

も自分でし︑学校に行きたいとい

活動の場をこの地に求めたいと思

に︑自分で立つことが出来ません︒

大下園長やＰＴもご存知のよう

しい人には︑マニュアルを基に話

ーしていきます︒言葉で表現が難

ニーズをきちんと把握してフォロ

うのは︑調整役ですが︑その人の

いきます︒コーディネーターとい

うした生活プログラムを立案して

ることにしています︒

しいという時には︑ここを紹介す

言ってきたり︑病院を紹介して欲

いい不動産屋を紹介して欲しいと

門前払いのところもあり︑対応の

不動産屋によっては︑障害所を

うしたかと言うと︑タクシーを呼

なければいけないときが来て︑ど

したね︒そのうちどうしても行か

さんには言えない﹂と言っていま

発足後３年で︑﹁ユイの会﹂の

朝６時半起床︑７時半から朝・

がするのと同じようなことを希望

んばパークスに行くとか︑みんな

今度はルミナリエにいくとか︑な

たいとか︑みんな若い方は映画や

アフターファイブにデートがし

いのです︒

す︒支援費の制度を案外と知らな

あとは︑情報提供の仕事ありま

ら安心です︒

のことを知らないんです︒ここな

の整形外科病院に行くと︑障害者

てくれる病院はないんですよ︒他

障害者の場合︑案外と地域で診

背景には︑お金は後でこちらから

週２〜３回に増やせました︒その

けるようになりました︒作業所も

見つけてから︑誰に気兼ねなく行

かいから出しました︒この方法を

いつきました︒お金も自分のこづ

んで駅まで送ってもらうことを思

﹁どうしたい﹂と聞くと﹁お母

昼・夜食の準備︑掃除︑洗濯︑外

します︒私も時々︑絵が趣味なの

障害児学童保育から始め︑作業所

考えてみてください︒

外出時の食事・トイレの介護は必

時に及ぶこともあ

要で︑家でも工夫はしていますが

したりします︒

たいていコーディネーターがこ

い︑﹁ユイの会﹂を地域の方に声

︿講師プロフィール﹀

入浴も絶対介護が必要です︒介護

﹃かけがえのない私の人生﹄

外来を利用していただいている︒

者︑つまり支援費で介護派遣を受

出準備を９時半までにというのが

で︑個展があると行きます︒

川嶋雅恵さん

を立ち上げました︒娘は︑生野区

ＮＰＯ法人自立生活センター・

かけし︑準備会を発足しました︒

の作業所に通っていましたので︑

私は︑自立生活センター・ナビ
というところで働いています︒ナ

私のパターンです︒介護者は社会

人位の作業

それでは︑自立生活実現に向け

と思いますが︒

還元できるということもあったか

ます︒

所になり︑娘もお世話になってい

タートでした︒今は

たった一人の卒業生を迎えてのス

ビの活動を一口で言いますと︑障

福祉協議会の訪問ヘルパーです︒

家の改造もします︒一人暮らし

けながら︑生活しています︒

入園時のことばかりお話して︑

害者の地域での自立生活を支援す

その方に︑２時間の間にそれだけ

ナビの事務局長︒

時間がなくなりましたが︑こちら

に巡り合わなければ︑娘はどうな

る活動といえます︒大阪市・国を

⑵

⑷

⑶保育・行

プログラムは︹⑴施設紹介

事前アンケート報告

事・余暇時間の過ごし方紹介

生活指導員

に心より感謝致します︒

看護部

野津

順子

をはじめ各部署の先生方のご協力

改めまして園長先生・看護部長

きたいと考えています︒

も達と共に楽しみを探し続けて行

も含め各職場で目の前にいる子ど

して行くと共に︑今回の研修内容

し合って有意義な研修会を作り出

の為に学習したい題材を活発に出

です︒﹃ 子ども達のＱＯＬ向上 ﹄

ようやく出発した近畿ブロック

した︒

しいことだと感じることができま

模索し続けているのは非常に喜ば

ように！との意図が伺える活動を

前向きに楽しく治療に取り組める

のペースで自立プログラムを行い

週２回の作業所通いと︑週１回

っていたか︑今から考えると私は

日本医療保育学会

近畿ブロック研修会︼開催

期待を担っての開催でした︒当園

ではこのような保育士の考えをバ

ックアップしようと看護部長をは

じめ各部署の先生方のご協力のも

すみれ乳

すみれケアルーム・兵庫県

と︑大阪福祉事業財団

児院

立こども病院と共に事務局を務め

させて頂きました︒今回の研修会

を機に本会の常任会から近畿ブロ

ック長の任命を受けたこともあり︑

生活指導員︵病棟保育士︶それぞ

れが郵便物の作製・発送・集計・

ファイルやアンケート報告資料の

作成などの事前準備〜当日の役割

︵司会・受付・会場係り・ＯＡ機

器など︶までを分担して︑第１回

を大成功へと導いてくれました︒

ケースは 代前半の女性でした︒

た具体的事例を紹介します︒

︻第１回

買うことなど出来ませんので︑賃

の自立生活者は給料が安く︑家を

うだったのですが︑親はしぐさで︑

ごいでしょう︒使い倒しています︒

のことをしてもらっています︒す

私は︑そこで事務局長の仕事と

通じての委託事業です︒

自分は出来るからと︑介護をつ

恐ろしいことをしていたと思いま

す︒地域格差もあったでしょうが︑

けないと言っていた彼女も︑随分

しんどかったようです︒ひとつず

ました︒ここで︑自立プログラム

短期と長期があります︒短期は

つ経験し︑お風呂と食事︑トイレ

について︑お話しておきます︒

集団で４回開催されます︒テーマ

ると思ったんでしょうね︒﹁自立

自立した仲間をみて︑私も出来

したい・お母さんうるさい﹂とい

に介助が必要とわかって来ました︒

す︒私が︑講義をするよりは︑皆

ったんですね︒そういう自立希望

は例えば﹁外出﹂であれば︑段階

さんで相談して︑内容を考えます︒

の意思を確認して︑長期プログラ

を追って内容を組み立てていきま

旅行に出かけることを︑よく勧

長期の中では︑ウィクリーマン

めます︒自分で時間を管理し︑介

計算︑ホテルの状況の把握︑それ

ションを借ります︒最終的に自分

ムに移行します︒

はトイレや和室か洋室か︑ベッド

には︑何時から何時まで︑どの位

護者をどう使うかの計画︑お金の

にするのかなど︑いろいろの要素

の介護が必要か︑どんな生活を送

これは︑親がやっている介護で

す︒

るのか等のイメージを築いていま

が楽しみながら勉強出来ますから

ね︒

先に述べた彼女の例をとるとそ

の後︑早川福祉会館に在るピア大

始めのうちは︑介護をつけない

﹁この子︑水が欲しいんだわ﹂と

は自覚できないんです︒私も︑そ

と言っていました︒彼女は︑普通

解る︒でも︑介護者はそうはいか

阪に宿泊体験をしました︒

学校ではお客さん扱いで︑養護学

去る平成 年 月 日 土( 大
)阪
芸術大学短期大学部において︑

ない︒コップはどこにあるか︒ど

う飲ませるか︒本人が指示しなけ

校では比較的軽度のため教師から

期待をかけられ︑それに応えよう

グループディスカッション︺と盛

施設・約

名の参加者と共に第１

ればいけない︒だから︑自分には

りだくさん︒当園からは施設紹介

とし︑出来ないと自信をなくすと

回近畿ブロック研修会を開催しま

グラム⑶の保育・行事・余暇時間

こういう介護が必要とわかるので

の過ごし方の紹介では︑病児保育

いう繰り返しでした︒その為︑自

病児保育や障害児施設における保

︵利用者の予定が立たず年間行事

を牟田なお子︑保育紹介を山口一

一方で介護者とのトラブルもあ

育など医療との接点の深い様々な

予定のない︶からは﹃おたふく祭

した︒日本医療保育学会は︹小児

分で出来ることと出来ないことが

ります︒時間を守らなかったり︑

フィールドにおいて仕事をしてい

り﹄開催の報告︑また︵地域性を

す︒どうすれば介護者に伝わりや

解らない状態でもありました︒体

友だちと同じような感覚になって

る保育士をはじめ︑医師や看護師︑

生かして︶河内音頭に合わせて縄

分には出来ないことが多いと自己

験入居でも︑まず自分がどのくら

しまい︑介護者が勝手に介護内容

あるいは教育職におられる専門の

回しをし︑クラブの始めには子ど

平が発表させて頂きました︒プロ

いできるか出来ないかを自覚した

を変更してしまうことが起こって

方々の力を合わせて悩める子ども

も達の選曲＆創作振り付けをして

科病棟における保育ケアを中心に

いというのが目標でした︒

しまいます︒例えば︑何時からの

たちのＱＯＬ向上を図っていこう︺

すいかを習得していきます︒

今まで︑親や教師が先回りして

外出を早くしたり︑延長したりし

いるところ︑小児科病棟の保育士

否定し続けていました︒また︑自

しまうことで︑自分がどれ位の障

と平成９年６月に﹇全国医療保母

が乳幼児〜学童まで一斉に楽しめ

ます︒これは︑次の利用者も困り

るようにと創作した﹃クイズ・パ

害か解らなくなってしまいます︒

ものこころクリニック院長・帆足

研究会﹈として東京・ほあし子ど

栄一先生によって発足され︑平成

ネルシアター﹄ 歌(付き︶を実演︑
参加者が一緒に歌って自主的にク

ますね︒

年に学術的かつ社会的な責任性

イズに答えていく姿があちらこち

つまり︑どれくらい支援が必要か

大阪には︑自立している障害者

のある︹学会︺に移行しました︒

らに見られ笑顔の多い研修会とな

結構︑頭脳も使います︒自立生

が結構多いです︒ここに来ている

全国大会も７回を数えることとな

りました︒今回発表頂いた保育士

いいですか﹂としか聞いていない

本日はありがとうございました︒

活プログラムは︒

方がわからず︑周りの人に頼んだ

小さい子どもたちにも︑自立生活

り︑数年前から﹁関東に次いで学

がみな子ども達の意欲を引き出し︑

実際彼女は︑電車の切符の買い

と言うことです︒けれど︑その中

ってあるのよと伝えていただけれ

会員数の多い近畿ブロックに是非

自覚できないのです︒

身は﹁〇〇へ行くのはどうしたら

ばありがたいですね︒

とも第１回を開いて欲しい﹂との

のです︒一つ一つの経験から身に

つけていきます︒

（８）

第１９号

● ３月 日

● ５月 日
● ８月２日
月 日

月 日お楽しみ会

月 日焼き芋大会

月 日５歳児園外保育

運動会︵南田辺小︶

● ９月 日
●
●
●
●

●３月 日 卒園式・お別れ会
●４月１日 入園児説明会
●４月２日 入園式・進級式
●５月 日 春の遠足︵浜寺公園︶
●６月 日 日曜参観
●８月８日 あさしおこどもまつり
●９月 日 アミティ舞洲
︵プール 年少組︶
月６日 お別れ遠足︵５歳児︶
月 日 運動会︵田中小学校︶
月６日 生活発表会
●
●
●

あさしお園

三田欣二園長がご逝去

時

体育館

年６月 日︵土︶
・場所 田中小学校

・平成

平成 年４月 日午前８時すぎ︑
三田園長がご逝去されました︒ 年３月
に大阪市立金塚小学校長で大阪市を定年退職され︑
４月からあさしお園ゆう
なぎ園の園長に就任していただきました︒
それから５年︑
ほんとうにご苦労様
でした︒先生のご冥福をお祈りいたします︒

︻ 三田先生をしのぶ会 ︼

先生を偲んで園児・父兄・卒園児など約３百人の方が集まりました︒梶浦

ゆうなぎ園

一平

★平成
年 月 ・ 日
第 回全国肢体不自由児
療育研究大会 長(崎県 )
﹃発達障害児の集団療法﹄
̶２歳児クラス︑
一年間の経過を通して̶
重原 美穂
﹃発達障害児の集団理学療法﹄
̶就学前通園２歳児クラス
の活動を通して̶
榎勢 道彦
﹃整形外科的手術後の脳性
まひ児の粗大運動能力変化﹄
̶両側アキレス腱スライド
延長術︑距骨下関節固定
術及び内側ハムストリン
グス延長術後の３症例を
通して̶
吉田 真司・他
★平成
年 月２日
近畿作業療法学会︵京都市︶
﹃痙直型両麻痺児における
箸動作練習﹄
̶８歳児に対する
巧緻運動アプローチ̶
中田 早苗
﹃Ｔ君がズボンを
はけるようになるまで﹄
̶更衣動作を視知覚機能
から考える̶
弓矢 るみ
年９月

★平成
日

アジアパシフィック作業療法学会
︵シンガポール︶

﹃
The
Kawa model .,
Appreciating a Child's Self
& Situational States and
the Purpose of
Occupational
﹄
Therapy
森田 傑
︻学術論文︼

月８

日 土( 午
) 後から淀川区の田辺
製薬大阪工場グランドで行わ

れた︒

第一試合は大手前と南大阪︑

５回までは大手前３対２と投

手戦であったが︑最終回は点

の取り合いとなり︑最後は大

手前が追いすがる南大阪の攻

撃を断ち切り︑７対５で終了︒

続く第二試合は南大阪と大

阪整肢︒立ち上がりは点の取

り合いとなったが︑３回から

対７で逃げきった︒

は両チーム点が入らず︑大阪

整肢が

決勝の第三試合︑大手前・

対

でサヨナラ勝ちし︑

大阪整肢戦は最終回に大阪整

肢が

優勝した︒

７対５

南大阪

南大阪

対

大手前

対７

︽試合結果︾

大手前

大阪整肢

新入職員研修会開催

平成 年度の新入職員研修会は４月１日から２日間開催し︑前年度の
中途採用者を含め 名が受講しました︒
この研修の成果をそれぞれの部署で発揮されることを願っています︒

回ソフトボール大会は︑

スライドショー「てんまのとらやん」、４・６年劇「みやざと家のことわ

大阪整肢学院の当番で

第

発表会）を行いました。毎週木曜日の集会に行う各学年の取り組みのまとめ

大阪整肢

受 講 風 景

腰痛についての実技風景

：30

保護者も大ハッスルの１日でした

理事長・西條顧問・蒲生医師・保護者・園児からお別れの言葉を頂き︑
三田先
生が生前こよなく愛した〜花〜を全員で歌い締めくくりとしました︒

日

第１回日本医療保育学会
近畿ブロック研修会

山口

出口 奈和・他

)

)

大阪芸術大学短期大学部 )
(
﹃施設紹介﹄
牟田なお子
﹃保育紹介﹄

・ 日

︿リハビリテーション部﹀
★平成
年２月

大阪府理学療法学術大会

〜 日

理学療法の展開﹄

﹃介助量軽減を目的とした

★平成
年５月

の臨床運用﹄
PEDI

紀子・他

日本理学療法学術大会 長(野市
﹃

西野

﹃脳性まひをもつ低年齢の子ど
ものための日常生活機能評価﹄

年９月 日

★平成

17：00

一郎

梶浦

理事長

ビデオ研修（園内紹介他）

16：00

９月21日㈫
11月 １日㈪
11月22日㈪
12月20日㈪
２月 ７日㈪

９月23日㈭秋分の日
11月 ３日㈬文化の日
11月23日㈫勤労感謝の日
12月23日㈭天皇誕生日
２月11日㈮建国記念の日

訓話が行われた︒

年１月〜

月

▼ゲーム大会︵７月６日︶
︽関西学研医療福祉学院５名︾
▼ディキャンプ
︵８月 日︶
︽関西学研医療福祉学院５名︾
▼生活発表会︵ 月７日︶
︽龍谷大学４名・大阪医専１名
ＯＢ１名︾
▼クリスマス会 ︵ 月 日︶
︽ＵＳＪジャパン１名︾

平成

発 表

学 会

本 園
︿診療部﹀

年

)

榎勢 道彦・他
★平成 年６月 日
★平成
札(幌市 )
日本脳性麻痺研究会
年
８
月 〜 日
﹃脳性麻痺二次障害の
リハ工学カンファレンス
予防と今後の展望
宇(都宮市
股関節の諸問題﹄
﹃子どもたちの生活に
梶浦一郎︑大下舜治
美延幸保︑松山元昭
馴染みやすい車椅子﹄
月 ・ 日
田井 宏治・他
★平成

東(京都文京区シビックホール

：30

事務局長

井用

憲男

社会福祉法人・愛徳福祉会の
療育理念

15：00

社会人としての
基本的なあり方と心構えについて

：30

《振替出勤日》

《振替休日》

１．春の休日：暦どおりとする
※５月１日㈯は園の創立記念日
２．夏の休日：８月８日㈰〜８月15日㈰
３．年末年始の休日：12月29日㈬〜１月３日㈪
４．その他の休日：暦どおりとする

１．春の休日：４月30日㈮〜５月５日㈬
※４月30日㈮は４月29日(木・みどりの日)
を振替える
※５月１日㈯は園の創立記念日
２．夏の休日：一斉休園せず、
７月〜９月の間に取得する。
※病棟は５日、その他の部署は５.５日を
通常業務に支障のないよう、各部署で
調整のうえ、取得してください。

憩

休

正晴

西條

理事

幸保
悟志
宏治

美延
下垣
田井

診療部長
リハ部ＰＴ
ＰＴ

14：00

障害児と親子関係について

：30

舜治

大下

：30

園長

11：00

憩

15

消防司令

10：00

腰痛について（講義・実技）

13：00

あさしお園・ゆうなぎ園

３．年末年始の休日：12月29日㈬〜１月３日㈪
４．その他の休日：次表により振替え、他は
暦どおりとする

園

本

：30

肢体不自由児に対する医療

：30

正氏

高垣

東住吉消防署

15

4 月 2 日（水）

4 月 1 日（火）

防火の心得

☆辞令交付
☆園長挨拶
☆新入職員自己紹介
☆管理職紹介

入職式

9：00

休

：30

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

▲ 開 会 式

閉会式でした。

17

12

章

12：00

平成16年度の休日がきまりました



11

平野養護学校

大阪市立

20

15

40

20

20

35

▲ 高学年（４〜６年）・中学部 演技

は頑張っている子どもたちの姿をしっかり見ていただけたと思っています。

13

鶴田ゆかり、藪中 良彦

12

27

13

30

22 20 21

板谷 昭恵、西野 紀子

オリエンテーション
・就業規則説明
・諸手続きについて
・その他
総務課長 谷田

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

ざ」、中学部朗読劇「葉っぱのフレディ」、でした。見に来られた保護者に

14 13

10

葦（あし）

平成１６年３月２４日

平成１６年３月２４日

葦（あし）

〈講師〉西脇美佐子、彦田 龍兵

27

10

理学療法の実際』

施設整備状況

10

24

27

17

26

17 10 23 16

10

『脳性麻痺児の評価と

10

24

ン｣ 合奏 ｢ドレミのうた｣ ｢マンボNO５｣、３年劇「きつつきの商売」、５年

13

13

13

としておこないました。演目は１・２年うた ｢ドレミのうた｣ ｢うたえバンバ

27

14

▲ 低学年（１〜３年） 演 技

大きな行事としてはそのほか、２月７日(土)にラブアンドスペシャル（生活

ソフトボール大会

大阪三施設親善

12

★日本理学療法士協会長期講習会

22

西野 紀子、松本 茂樹

22

板谷 昭恵、海瀬 一典

12 12 11 11

11

11月10日〜15日

10

15

70

田 浩子、黒澤 淳二

23

18

18

21

10

19

10

16

10

30

30

11

18

〈講師〉彦田 龍兵、茂原 直子

（４）

第１９号

葦（あし）

19

23

18

19

９月７日・15日・21日・28日

27 12

22

12

20

12

★脳性麻痺児療育多職種講習会

15

（２）
第１９号

葦（あし）

19

16

21 13 12 19 24

までは園の経営は成り立っていき
ません︒大きな改革︑発想の転換
を迫られています︒これが痛みを
伴うものであっても考えねばなり
ません︒
正月早々深刻な話になりました
が︑ピンチの時ほどチャンスあり
と考えて︑社会の動きに対応して
いかねばなりません︒結局は長い
目で見れば︑経営の安定につなが
っていくわけです︒そのキーワー
ドとしては︑前から申していまし
たが︑在宅医療・在宅福祉・ノー
マライゼーションだと思います︒
これは一見施設崩壊あるいは施設
否定ということでありますけれど︑
ノーマライゼーションができるた
めには︑支援センター︑拠点事業
というものが絶対必要になります︒
そういうことをきっちりすること
によって︑ノーマライゼーション
が実現しますし︑そのことによっ
て︑それが障害を持った方々の一
番のニードに合うのではないかと
思います︒世の中の流れも︑この
キーワードのようになっています︒
問題は︑それをどのように具体化
していくかということだと思いま
す︒一筋縄ではいかないと思いま
す︒やはり︑発想の転換で乗り越
えていかないと︑本当に夢で終わ
ってしまいますから︑今年はいろ
いろと頑張っていきたいと思いま
す︒皆様方も大変ですけれどご協
力していただいて︑２〜３年いや
３〜４年かけて体質を変えていか
ないと︑基本的な運営を変えてい
かないと︑なかなか生き残ってい
けないということを申し上げたい
と思います︒非常に大変ですけれ
ど︑よろしくお願いいたします︒
最後になりましたが︑管理部門
の財務の人材を探しておりまして
昨年 月から優秀な方をお迎えす
ることができました︒幡中企画室
長をご紹介しておきます︒
以上で新年のご挨拶とさせてい
ただきます︒

13

彦田 龍兵、茂原 直子

★事務室リフォーム工事

18 15 47 45

30

葦（あし）

平成１６年３月２４日

平成１６年３月２４日

葦（あし）

第１９号

（７）

第１９号

（９）

25

西野 紀子、海瀬 一典
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11 10
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９
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５ 29

24

本
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12
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25 18

28

12

17

19

25

22 16

27

24

25

22

薫、板谷 昭恵

辻

25 29

21 ９

〈講師〉大下 舜治、西脇美佐子

27

12 10 10

15

10

30

28

１月６日〜２月28日

12

24

17

41

(株)

★ なにわ 巻２号
﹃
評価バッテリー作成
ADL
について﹄

195

★ボバース講習会

15

20

34

通園部
あさしお園

(株)
(株)

10

27

31

11 10

当園で開催された講習会

41

12

(火)

35

11

平成１６年３月２４日

平成１６年３月２４日

葦（あし）

第１９号

（５）

12

19

10

74

12

53

50

30

30 15

21

15

と季節に合わせて行いました。

梶浦一郎

いかなければならないかなと︑正
月早々感じた訳です︒
話は変わりますが︑大晦日の夜
テレビをつけますと例の歌番組が
同じようなことを何十年も続けて
いるのは毎年のことですが︑一方
その裏番組では三局もがプロレス
のような格闘技を放送しているの
には驚きました︒日本古来からの
国技の中でも最も誇り高い横綱に
までなった人が無惨な格好でＫＯ
されるのを放送したそうで︑情け
なくなりました︒平素はやたらと
グルメ番組と無意味なバラエティ
ーとそれに殺人をテーマにした番
組が多く︑見たい番組が少ないと
気にしていましたが︑年末の三局
の格闘技番組にいたっては︑あた
かもローマ帝国の末期に︑人と人
との殺しあい︑人とライオンの格
闘を大きな競技場で行われたとい
う話を連想させるもので︑暗たん
たる気持ちになりました︒
このように︑昨年一年は申し上
げるのも嫌になるような暗い出来
事ばかりでした︒せめて皆様方の
真剣な活動だけでも障害児・障害
者の方々に希望をもたらし︑社会
全体に少しでも明るさをもたらす
ものにしたいと願います︒しかし
残念ながら一昨年の医療費改定も
あって︑昨年は明らかな赤字経営
となりました︒皆様の努力にもか
かわらず︑このようになったこと
は︑本当に申し訳なく思っており
ます︒今年もまた医療費の改定が
ありますが︑０か引き下げと早く
も新聞に載っていました︒このま

大阪府作業療法学会

17

(有)

10

24

31

19 12 10

29

10

15

11

37

37

31

12 12 11 10 10

(株)

(株)

ゆうなぎ園

12 11 11 10
19

(社)

30

14

20

15

16

16

10

11

理事長

話しするのですが︑さっぱりいい
話がありません︒暗い話ばかりを
しています︒今まで狼少年のよう
に狼が来る来ると言っていたのが︑
本当に昨年あたりから現実になっ
てきたと言わざるを得ないと思い
ます︒
正月早々私事で恐縮ですが︑孫
が六人揃いました︒ところがその
内三人が次々と熱をだし 度台が
続きました︒薬も何も無いので︑
初めて富田林市の休日診療所に行
きました︒そこには生後２カ月の
赤ん坊から成人まで大勢来ていて︑
ごった返していました︒普段元気
な子どもでも発熱だけで心配する
のに︑障害児の家庭で急な発熱や
ひきつけなどを起こせば︑さぞ心
細いだろうなとつくづく考えさせ
られました︒この園に日頃通って
いる子どもたちに対してだけでも︑
そんな時にすぐ対応できる施設に
なりたいものだと思わずにはいら
れませんでした︒そのためには︑
いろいろな制度が必要でありまし
て︑そんなに簡単にはいくもので
はありませんが︑そういう身近な
ことから︑園の体制も今後考えて

10

20

29 22

26

みんなでクリスマスソングを歌いました。
そして、サンタさんにプレゼントをもら
いました。
ホッカホカ あつあつの焼きいもを
いっぱい食べました。
魔女におやつを
もらいに行きま
した。そして、
夜は仮装パーテ
ィーをしました。

皆様の投稿を
お待ちしております。

10

14

ハロウィン
パーティー
（北病棟）
TEL06-6699-8731
FAX06-6699-8134
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15

15

30

OT

OT

48

14

10

K2

31

18

13
13

15

愛 徳 福 祉 会

運動会

10

浜寺公園
春の遠足

30
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48
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25

16
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30
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15
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15

16
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11

OT
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● 10月31日

大阪市東住吉区山坂
５丁目11番21号

● 12月24日 クリスマス会（北病棟）
焼きいも大会（北病棟）
● 11月12日

発 行
社会福祉法人

夕食後、食堂で行いました。この日のために
練習した歌や合奏を披露し合い、最後には何と
サンタさん登場！みんな大喜びでした。
秋晴れの中、お父さん、お母さんも一緒に
焼きいもを楽しみました。 できたてホク
ホクのおいも、おいしかったね。

第 １９ 号
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《病棟》 平成15年度の行事は、平野養護学校と共催で運動会を行い、各病棟でも「夏祭り」「焼きいも大会」「クリスマス会」

平成 年︑明けましておめでと
うございます︒皆様はこのお正月
を如何お過ごしでしたでしょうか︒
比較的好天気にも恵まれ︑暖かい
日が続きましたので︑世界情勢と
は関係なく︑外見上は平穏なお正
月だったことと思います︒
まずはじめに︑昨年私たちにと
って非常に悲しい出来事として︑
あさしお園ゆうなぎ園の三田欣二
園長がお亡くなりになられました︒
これは︑私たちの園全体にとって
も非常に大きな痛手でありまして︑
まだお若いのに︑これからという
時に︑本当に残念でなりません︒
ご冥福をお祈りいたします︒
さて︑毎年この場で皆様方にお

39

平成１６年３月２４日
平成１６年３月２４日

葦（あし）
第１９号
（３）

看護部
16

２年ぶりに運動会が復活しました。お天気も何とか
味方してくれて、中庭で行うことができました。
演技も競技も、みんなよく頑張ったね。

● 12月24日 クリスマス会（２階病棟）
焼きいも大会（２階病棟）
● 11月８日
● 10月11日 運動会
（平野養護学校、北・２階病棟合同）

平成１５年１月〜１２月

事

行
内
園
16

（１０）
第１９号

葦（あし）
平成１６年３月２４日
平成１６年３月２４日

葦（あし）
第１９号
（１）

南大阪療育園分教室

南大阪療育園に分教室が開設されて２年が経ちました。昨年と比べ少し教員数

も増え、取り組めることも増えてきました。入院している子どもたちが、学校生

活を豊かに送れるよう、取り組みをしていますが、今年はあらたに遠足と、運動

会を計画しました。どちらも病棟と共同してすすめました。

残念ながら９月20日(土)の遠足は雨のため直前に中止になりましたが長居公園

の「大阪市立自然史博物館」と「植物園」、「花と緑の情報センター」それぞれ

の見学を予定していました。

運動会は10月11日(土)に、晴天のもとたくさんの保護者の皆さんに見守られて

開催できました。演目は、開会式、ラジオ体操、園児演技、低学年(１〜３年) 演

技 ｢世界に1つだけの花｣、高学年(４〜６年)・中学部演技 ｢風になりたい｣、PTA

演技 ｢玉いれ｣、競技Ａ ｢わっ わー」、競技Ｂ ｢めざせ！満点！ボールをポイ！｣、

病棟の小野さんのさわやかな司会のもと、低学年演技はスマップの手話と、ポ

ンポンの踊り、バルーンを広げたりすぼめたりしました。高学年・中学部演技｢風

になりたい｣は各自の腕にブルーの鮮やかな飾りをつけて歌に合わせて踊りまし

た。競技Ａ「わっ わー」は紙テープを２つの輪にして両方から引っ張ってちぎり

ました。競技Ｂ ｢めざせ！満点！ボールをポイ！｣ は離れたところから３種類のボ

ールを投げて缶に入れた得点を競うものでした。それぞれ子どもたちは十分に力

を発揮して充実した運動会を終える事が出来ました。計画から実施に病棟看護部

の皆さんのご協力に本当に感謝します。

