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新年の御挨拶 園長 佐　藤　文　彦

　新年　明けましておめでとうございます。

　皆様方には、明るく、希望に満ちた新年を迎えられたことと心からお慶び申し

上げます。

　

　昨年２月に着工した当園の全面改築工事のうち、居住棟や管理棟が１１月末に

完成し、１２月１６日、１７日に新しい園舎に引っ越しをいたしました。

　当園の新しい歴史が始まったわけでありますが、職員一同、心を新たにし、利

用者の皆様がいつも笑顔で生活していただけるよう取り組んでまいる所存でござ

います。

　今後、古い園舎を解体し、広場や駐車場の整備を行うこととなりますが、解体

工事に当たり、利用者をはじめ近隣の皆様には、何かと御迷惑、御不便をお掛け

いたしますが、工事の安全を第一に整備を進めてまいりますので、引き続き、御

理解、御協力をよろしくお願い申し上げます。

　さて、社会福祉法人は、福祉サービスの中心的な担い手としての存在意義を発

揮して社会福祉の向上に寄与し、社会的な使命を果たしていくことがますます求

められております。

　こうした状況等を踏まえ、社会福祉法人が運営主体である当園においても、本

年４月には、障害のある方や御家族からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助

言などを行う「特定相談支援事業所」を開設することとしております。また、高

次脳機能障害がある方を対象とした入所を伴う生活訓練事業を開始することとし

ております。

　5月からは、地域福祉の向上に貢献するとともに、地域に愛され、地域に開か

れた施設を目指して、当園が有する理学療法士や作業療法士、看護師、管理栄養

士など人的資源を活かし、地域住民の方々を対象とする無料開放講座を開催した

いと考えております。

　さらには、障害者の方々の就労促進を図るための就労継続支援Ｂ型事業所の開

設についても検討を進めております。

　本年も、職員一同、当園の基本方針等に基づき、利用者の皆様の立場に立った

質の高い福祉サービスの提供や、利用者の皆様が自立した生活を送るための支援

に努めたいと考えておりますので、関係の皆様のより一層の御支援、御協力をよ

ろしくお願い申し上げます。

　最後に、皆様にとり、本年が実り多き年、より良き年となりますよう心から祈

念申し上げまして、新年のご挨拶とさせていただきます。
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成人式を迎えて 　福薗さつきさん　　　
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祝賀会での様子 訓練中の様子     成人式振り袖姿

祝 成 人 
 １月１４日に福薗さつきさんの成人祝賀

会を開催しました。  

 さつきさんが大好きな赤飯、唐揚げ、茶

碗蒸し、サバの味噌煮がお祝いメニューと

して出され、大変喜んでおられました。 

 また、出席された多くの利用者よりお祝

いの言葉をいただき、終始笑顔が絶えない

様子でした。 

 ご成人おめでとうございます。 

 いよいよ大人の仲間入りですね。さ

つきさんが当園を利用して２年近くな

りますが、今では誰とでも話すことが

でき楽しい園生活を過ごしている様子

がうかがえます。 

 これからもその笑顔を忘れないで、

立派な女性となってくださいね。 

  

 ゆすの里担当職員 押越貴之より 

 成人おめでとう。 

 平成６年５月５日生まれのさつきさん 

生まれた時は、切り株に小枝が生えた様な

身体で生死をさまよっていたのに、こんな

に大きくやさしい女の子になるとは思って

もみませんでした。２０歳になり、大人と

しての自覚も持ちつつ心のやさしい、笑顔

のステキなさつきさんでいてください。 

 皆で応援してるね。 

 

       お母様の福薗好子様より 
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新園舎の紹介①　～当園はオール電化です～　　　　
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 玄関ホールに設置された半円

テーブルでは、ボランティアの倉

﨑さんご夫婦が月２回「喫茶ゆ

す」を開き、おいしい珈琲を利用

者に淹れてくださっております。 

 毎回楽しみにしている利用者が

多く、好評を得ております。 

 生活科の皆さんが工作、ミニゲー

ム、カラオケなどを行う場所です。 

 映画鑑賞を行う際は、白い壁面を

スクリーンとして活用し、迫力ある

映像を楽しんでいただいております。 

 集中して創作活動等に取り組める

雰囲気づくりに心がけております。  

 利用者朝礼から始まり、リハビリ訓

練、工芸科、パソコン等の作業訓練を

ワンフロア（391㎡）で行っております。 

 明るく開放的な空間の中で、利用者

は、安心して訓練に取り組んでおられ

ます。 



　　

4

ゆすの里だより　Vol.31

新園舎の紹介②　～当園の電灯は全てLEDです～　　

 利用者同士の談話やご家族との面会ス

ペースであり、新聞・テレビをご覧にな

る憩いの空間にもなっております。 

 血圧計、ジュース等の自販機、ティー

サバ－を設置しております。 

 毎週月、水、金曜日には、ダース、

Wiiゲーム、卓上ホッケーなどのスポー

ツリハビリテーションを行っております。 

 

 開放的で広々とした浴室では、一人ひと

りにあった支援を行い、安心、安全に入浴

していただけるよう配慮しております。 

 新しく個浴も完備し、自立に向けて、一

人で入浴できるようになっております。 

 また、水圧によるジェット噴流装置を搭

載し、快適な入浴が楽しめる浴槽を備えた

介護浴室があります。 

 入浴日は、月・水・金の週3回です。 

 全ての居室（約7畳）が個室となっ

ており、大きな窓からは、日差しが射

し込み日当たりの良い空間となってお

ります。 

 冷暖房やクリーンロスナイ、洗面台、

貴重品ロッカーを完備しております。 

 また、利用者のご要望等により、畳

ユニットボックスを置いている居室も

あります。 

男性浴室 

日当たりのよい広々としたスペース 
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旧園舎の思い出①

 マレーシアの方々が、母国の伝統文

化をご披露してくださいました。 
 

 枕崎市を中心に活動するアーツのボン

さんが来園され、ステキな演奏をしてく

ださいました。 

 年末恒例の行事で、鍋などこの季節

に合わせたメニューが用意され、毎

年喜ばれております。 

 下の写真は、全職員総出でソーラ

ン節を踊っている姿です。 

 右の写真は、ふれあいス

ポーツ大会、左の写真は園

長杯風船バレーボール大会

の様子です。 

 皆さんの白熱したプレー

と笑顔が忘れられません。 

ボランティア来園 

年 忘 れ 演 芸 会 

園内スポーツ大会 
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旧園舎の思い出②　

屋外昼食会

 ぽかぽか陽気の中、外でお弁当を食

べる皆さんは、毎回笑顔で楽しそうで

した。 

 左の写真は、園児の皆さんが、

春に植えたサツマイモを泥んこ

になりながら、親御さんと一緒

に楽しく掘っている姿です。 

 地域のグラウンドゴルフ団体を

招いて開いたグランドゴルフ交

流会の様子です。 

 地域の方に利用者のサポート

をしていただき、お互い汗をか

 利用者の皆様が、訓練中に作成した作品は、

毎年、地域の行事に出展し、販売しております。 

 温かみのある木工、陶芸作品は、地域の方々

に好評をいただいております。 

地 域 交 流 

屋 外 昼 食 会 
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年間行事①　　すまいる　おでばい　

 今年度から、鹿児島弁で「お出か

け」を意味する「おでばい」と利用

者の「笑顔」を掛け合わせた「すま

いる おでばい」という行事が始ま

りました。 

 普段、園生活において外出の機会

が少ない生活介護利用者の皆様を対

象に、担当職員と一緒におでばいし、

食事や買い物などをして楽しむこと

を目的としております。 

 これまで、いちき串木野市のまぐ

ろ館、薩摩藩英国留学記念館、日置

市の蓬莱館、（株）てまひま堂など

におでばいしました。 

 園出発後、車中では、皆様、緊張

しているのか、静かにされている姿

が見られましたが、目的地に到着し、

昼食を注文するころには、皆さんい

つもの笑顔に戻り、それぞれ料理に

舌鼓を打っておられました。 

 帰りの車中では、「また、みんな

と一緒に外出したいな」、「楽し

かった、また、連れて行ってくんや

い」と次回を望む声が多かったので、

今後も利用者の皆様が希望する場所

へ安心しておでばいできるような企

画を考えていきたいと思います。 

 午後は、近くの大型スーパーなど

に立ち寄り、楽しみにしていた買い

物をし、満足されておられました。 

 毎回記念写真を撮らせていただき

ましたが、参加した皆さんは一様に

笑顔がこぼれておられました。 
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年間行事②　　ゆすの里夏祭り

年間行事③　　ミニレク大会　

 昨年8月に開催した「ゆすの里夏祭り」では、

ポップコーンや魚釣りゲームなど多くの出し物

で利用者の皆様に楽しんでいただきました。美

味しそうに綿菓子を食べる方や飲み物で涼まれ

る方など、それぞれ楽しんでおられました。 

 右写真はモグラ叩きゲームの様子で、モグラ

役に扮した職員に、遠慮気味に叩く方もいれば、

力一杯叩かれる方もいて、職員はヘトヘトにな

りながらも多く利用者の笑いを誘っていました。 

 途中、夕方に大雨が降るハプニングもありましたが、事

前打ち合わせの甲斐もあり、スムーズに施設内で再開する

ことができました。 

 その雨も夜には止み、最後に打ち上げ花火を上げること

ができ、無事に夏祭りを終えることができました。 

 次回の夏祭りからは、地域の方々にもおいでいただき、

利用者の皆様とともに楽しんでいただけるように、工夫を

凝らした出し物を検討したいと思います。 

 今年度から、利用者同士の親睦と身体機能の維持・向

上を図ることを目的とした「ミニレク大会」が始まり

ました。 

 利用者が毎週月・水・金に行っている「スポーツリ

ハビリテーション」のポケットボールやフライング

ディスク、輪投げ、ディスゲッターが主な内容となっ

ております。 

 今６回行い、その総合順位を競い、グランドチャン

ピオンを決めます。 

 これまで４回実施しておりますが、競技を待つ利用者

の皆様からの声援があちこちで見られ、互いに順位を競

いながらも仲良く参加される姿にいつも感動させられて

おります。 

 これからは、新しい園舎でのミニレク大会となります

ので、さらに安心して楽しく競技していただくため、工

夫を凝らした競技内容にしていきたいと思います。 
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施設間交流事業を終えて　　支援員　十島太郎

利用者の声　～これからの自分～　　中間哉寿嵩さん

訓練中の様子

 平成２６年１１月１０日から１５日までの５日間、施設間交流事業の一環として、障害

者支援施設川内自興園にて、研修を受けさせていただきました。 

 利用者の意思を尊重し、利用者本意のサービス提供が各事業において取り組まれている

ことはもとより、日常的な支援だけではなく、非日常的支援が充実しているところが特に

印象を受けたところでした。 

 結果として、施設内における日常的な活動とのメリハリが生まれ、利用者様の満足度を

高めることができていると感じました。 

 また、地域のスーパーの駐車場にて、廃品回収を行うエコプラザという取り組みにも参

加させていただきました。この取り組みにおいて、特に驚いたことは、活動に取り組まれ

ている利用者様が、就労移行支援や就労継続支援B型のサービスの利用者様ではなく、生

活介護サービスの利用者様を対象に行っている点でした。地域の方々との交流の場となり、

地域コミュニティの向上につながっているほか、この取り組みが、地域に浸透されており、

廃品を持ってきてくださる方の多さに驚いたところでした。 

 今回の施設間交流を通して、障害の種類、程度により、施設内における支援員として従

事する上での支援の流れや速さの違いを改めて感じました。各利用者様の障害特性やニー

ズを捉え、応えることができるよう今後とも努めてまいりたいと思います。 

 僕がゆすの里に来て２年目になります。僕は、元々先天性の病気で不自由な体になりま

した。だから、小さい時から少しずつではあったけれども、”周りのサポート”があって

「自分」というものが成り立っています。ゆすの里に入った時は、どういう人がいたとし

ても受け入れて「ビビらない」という意識・覚悟はもっていました。僕が元々、弱い立場

の人間というのを体験しているから、辛さや心情は少しですが、理解しているつもりです。 

 僕にも夢があり、「スポーツ選手になりたい、サポートしてあげたい」という思いがあ

ります。おそらく僕が部活ができなかったという心残りがあったり、目的を達成するため、

成し遂げるためにひたむきに努力している姿を見ているともう少し頑張ろうと、思えるの

です。 

 だから、僕の人生にタイトルをつけるなら、“感謝と努力”です。 

 なので、もう少しだけ僕が社会に出るためのサポートをよろしくお願いします。 

 

夢 
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施設内禁煙に向けて　　主査看護師　井上眞理子　

 平成２６年１２月ゆすの里全面改築に向けて、利用者の健康と安全に配慮し、より快適

な環境で生活を送っていただくため、『敷地内禁煙』を目指し検討をすすめてきました。 

 当初、引っ越しを機会に禁煙をすすめるとしていましたが、利用者の喫煙状況を考える

とすぐに禁煙することは難しいことから、３ヶ月の猶予期間を設けて、平成２７年４月１

日から『敷地内禁煙』とすることに決定しました。早速喫煙者（１１名）を対象に、副園

長・支援課長・看護師とともに禁煙について説明（健康面・安全面・金銭面）を行いまし

た。 

 喫煙者より「たばこは体に良くない！と解っている。少しずつ減らしていきます」と前

向きな意見があり、『敷地内禁煙』については同意していただきました。 

 平成２７年３月末までは、居住棟２ヶ所に喫煙所を設けており、管理棟で訓練を行う午

前中は禁煙とし、「生活の場」である居住棟のみ喫煙できることにしました。 

 利用者全員の健康と安全を最優先に考え、受動喫煙防止対策に基づき、ゆすの里におい

ても、全面改築をきっかけに敷地内禁煙を実施していきたいと思います。 

 職員については、すでに１２月から『敷地内禁煙』を実施しています！！ 

 これからも利用者・職員の健康増進に積極的に働きかけていきたいと思います。 

★★★禁煙効果★★★ 

 

禁煙をすると、その１分後から体によいことがたくさんおこります。 

 

１分後・・・・・たばこのダメージから回復しようとする機能が働きはじめる。 

８時間後・・・・運動能力が改善する。 

１日後・・・・・心臓発作の確立が下がる。 

２日後・・・・・臭いと味の感覚が復活しはじめる。 

３日後・・・・・ニコチンが体から完全に抜け、肺活量が復活しはじめる。 

２～３週後・・・体の循環が改善し、歩行が楽になる。 

１～９ヶ月後・・せき、息切れ、全身のだるさなどが改善する。 

５年後・・・・・肺がんになる確立が半分になる。 

１０年後・・・・前がんの細胞が修復され、様々ながんになる確立が減少する。 

 

★ゆすの里では★ 

「自立した生活を現実するために」多くの利用者が生

活しています。 

 ひとりはみんなのために♪みんなは一人のために♪  

 禁煙生活に取り組みましょう！！ 



★ ゆすの里は、県内唯一の「リハビリテーション」をメインとした障害者支援施設です。

★ ゆすの里においては、身体に障害がある方や高次脳機能障害がある方などに対して、ご本人が希望
する「自立(自律)生活」を実現するために、実践的なリハビリテーションを行っております。

います。

★ ゆすの里は、利用者の皆様が、より快適で充実した生活を送っていただくため、全ての居室が個室

となっております。

★ ゆすの里においては、Wi-Fiの環境が整っており、無料でインターネットをご利用いただけます。

　日中活動系サービス 　居住系サービス

■ 生活介護 定員40名 ■ 施設入所支援 定員70名

■ 自立訓練（機能訓練） 定員40名 ■ 短期入所 定員2名＋空床

※ 本年4月から、自立訓練は機能訓練30名、生活訓練10名の予定です。

生活訓練の対象は高次脳機能障害がある方で、入所をご希望される方を予定しております。

食堂外観

ゆすの里だより　Vol.31
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編集後記

　昨年の１２月１７日に旧園舎より引っ越した頃から、ゆすの里だより委員会で
記事の内容、構成などを検討し、ようやく31号の完成に至りました。
　今回は、今までにない新園舎の紹介などページを増やした分苦労しましたが、
充実した機関紙となったと思います。
　ぜひすみずみまでご覧ください。

本誌の掲載については、個人情報保護法に基づき、本人の承諾を得て掲載しております。


