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私たちは「地域と共に歩み、
地域に生きる施設づくり」を
心がけています。

日本聖書協会発行『アートバイブル』
より

ヨハネによる福音書１３章

◆イエス弟子の足を洗う

１３章 ８節 ペトロが、
「わたしの足など、決して洗わないでください」と言うと、
イエスは、
「もしわたしがあなたを洗わないなら 、あなたはわたしと
何のかかわりもないことになる」と答えられた。
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「ふりかえり」そして「これから」

36年記念式典

6月22日
（水）

1. 記念礼拝「ふたつの想定外」
聖書：マタイによる福音書７章２４節～２７節

神戸聖隷福祉事業団

理事長

土肥 隆一

目的：①一般職員の交流 ②法人全体の施設・事業の長所や特色ある取り組みを知る。
③自らの施設の取り組みの益とする。

多聞福音教会 吉川 潤牧師

【信頼にこたえたい】
̶せいれいやさかだい̶

“

“

„

„

【身体拘束解除に向けての取り組み】̶特別養護老人ホーム 平生園̶

２００２年「身体拘束ゼロ検
討 委 員 会 」発 足 ↓ ２０１０
年 度４月「 身 体 拘 束 排 除 宣
言」↓今後は 目に見える拘
束（身体拘束）排除 、 目に
見 え ない 拘 束（ 言 葉 に よ る
拘束）排除 を目指す。

【神戸明生園作品展『あ～らどうも』への歩み】̶神戸明生園̶

【くもん学習療法の取り組みについて】
̶ひょうごデイサービスセンター(高齢デイ)̶

“

„

“
„

独特のキャラクターが一気に場を
和ませてくれた。
「ケアする側が患者になって
いいのか？」
－そこでノー リ
フ ト 概 念（ 持 ち 上 げ ない介
助・利 用 者 さん、職 員にとっ
て楽 な介 助 ）の実 施 、 腰 痛
介 助 方 法の意 識
が改 善
変化 につながる。

【神戸愛生園における腰痛予防の取り組み】̶神戸愛生園̶
“

お話の後 2010 年度永眠者追悼式を行いました。

２. 感謝状贈呈・永年勤続者表彰

“
„

„

腰痛予防は一年にしてならず！
誰もが働きやすい環境を目指して！

【児童デイサービスでの発達障害の特性に合わせた支援の工夫】
̶児童デイサービス「すまいる」̶
障害特性に合わせた子育
て支援を行っており言葉
だけでなく視覚等に伝え
る実 演 をした。また子 育
て支 援は家 庭 、地 域 との
連携も欠かすことがでな
い。

今日はこの箇所から“ふたつの想定外”というお話をさせて頂きます。今回の地震
では多くの想定外という言葉を聞きました。想定以上の災害だったというのです。こ
の聖書の箇所では、
砂の上に家を建てた人には想定外の出来事が起こりました。一方、
地面を掘り進み、岩の上に土台を据え、家を建てた人には想定内の災害だったので
大丈夫だったというわけです。ということは、私たちがどういうラインを想定して生
きるかで大きな差が生まれてくるわけです。個人も事業も同じです。
想定内、想定外というのはこういう災害だけのことではありません。
想定外を想定しないで生きるか、それとも想定外も想定内にして生きるかでは大
きな開きがあります。発想の固定でなく広がりです。
最初この施設を始めた人たちの、想定ラインはずいぶん広いものだったでしょう。
そして、市場の広がりを確信しておられました。その人たちはこの事業を大きくした
いという願いを持っていたかというと、そうではない。きっと、必要としている人々
の必要に応えたいと、人々のために生きたいという純粋な願いだったはずです。利用
者が多くなり結果的に大きな法人になりましたが、本来は常に必要とする人々が先だっ
たわけです。聖書が示す隣人への愛の実践を目指すときには、想定外を考えずには
おられなかったのでしょう。さらに創始の人々が持っていたもう一つの想定外とは、
人の考えをはるかに超えた方、神の存在です。この想定外もあるのです。あっちの
想定外を体験したなら、こっちの想定外も体験してください。施設も人間ももう一度、
原点に返りましょう。施設が生まれたあの時に、そして私たちが生まれたあの時に。
人のために生きることは、自分のために生きること。神のために生きることなしに、
実は人のためにも自分のためにも生きられない。様々なことを通して神がおられるこ
と想定外のことが人生に起こった時こそが、もう一つの想定外に出会うチャンスです。
ここは強いリーダーシップを持った人はいないかもしれません。しかし、リーダー
はいます。それが理念でありそこに表されたキリストです。ここに立って歩む限り、
この理念が施設を支え守ります。辛いことがあっても気を落とさないで、この働きを
続けていただきたいのです。

「 く も ん 学 習 療 法 」は 、
利 用 者 さ んの コミュニ
ケーション力向上 や や
る気 に良い影響がある
との声が聞けた。

地域の中に新たな活動場所
を 創 り 、地 域 力 を 資 源 とし
て支援展開をしていきたい。

2 洗足 Vol.3

2010年度職員総合研修

『あ〜らどうも 』
－利用者さん
の 作 品 展 を 通 して 、社 会 と
のつながりをつくる、利用者
さ ん 主 体 の 活 動 の 展 開 、共
にイベント を 楽 し む！そ ん
な感動の創出チャレンジ！

神戸聖隷福祉事業団は創立以来３６年を迎えました。神戸聖隷は
今日まで、日本の福祉政策（措置制度つまり行政主導）の流れの
中で、時代に要求された福祉の分野で、それ相当の責務を忠実に
果たしてきたと言えましょう。ここでは神戸聖隷の事業全体を振り
返って見たいと思います。
草創期。全ては未経験の時代。和田山地区第１号施設の恵生園
は知的障害者と身体障害者の混合施設であり、事業法の谷間に
あるダブル障害者を積極的に受け入れたのです。今日では３障害
を区別なく同時にサービスを展開するのが普通ですが、当時とし
ては先進的であったと思います。またこの恵生園では盲障害の方
を積極的に受け入れましたので、盲障害者と身体障害者が混ざっ
て生活するわけで、盲人と車椅子との衝突など経験しながらの出
発でした。
第２号の身体障害者療護施設・真生園は兵庫県所管第１号の療
護施設として療護施設のさきがけとなりました。３つ目の和生園
は授産施設としてゴルフバッグの縫製で始まり今日ではランドセル
の肩ベルトの縫製と、今も高度な生産活動をしています。その後、
特養平生園を設置し、要介護高齢者を受け入れてまいりました。
以上はすべて和田山地区の活動ですが、実は今日の障害者自立
支援法の施設サービスである生活支援と就労支援をやってきたわ
けで、措置時代にできたものとはいえ、今日の福祉体系に符号す
ることは驚きと言えます。
その後神戸地区の仕事を始めますが、なんといっても和田山地
区の活動が経験となり、一挙に施設設置と活動が活発化します。
今日では神戸友生園、神戸愛生園、神戸聖生園、神戸光生園、
神戸明生園そして各種日中活動系の事業展開を進めております。
さらにこれまで行政の事業であったものが、指定管理者制度とし
て民間である神戸聖隷が受ける事になります。この制度はもう一
度行政と共に考えなければならない課題を含んでおります。今で
は神戸地区の多種多様な事業を機能的に集約し、ダイナミックな
事業再編と集約化を図って、より効率の良いものにすべきと考え
ております。
そしていま、神戸聖隷は新しい福祉の分野に取り組み始めまし
た。それは発達障害児を中心とする発達障害児のための北但広
域療育センター（豊岡市）です。これまで大人の施設、福祉を展
開してきましたが、早期に障害に取り組む為に始めたものです。
児童デイサービス、重症児通園サービス、居宅生活支援、発達
障害相談そして発達クリニックの設置です。この診療所には専門
医を迎えております。一つの診療所を持つことは、やはり法人が
それだけ実力を持ったということになります。同様のサービスを
今年度から養父市（エスポワールこじか）でも始めました。
今後の課題は第１に障害者自立支援を目指した生産能力の向上
（分配金が高い）をしっかりと目標にした事業展開することです。
必要ならば神戸聖隷で民間会社を設立し、障害者の就労そして自
立支援事業を考えなければなりません。第２に北但の広域療育セ
ンターの成果を他領域に活発に提供する事です。発達障害も改善
の余地も成果もあり、義務教育段階での特別支援学校・学級に
反映させ、より充実した教育を展開する必要を考えて行かなけれ
ばなりません。第３に身障者の親なき後の支援です。法人として
成年後見制度を基本にした、住宅保障と介護看護のシステムを構
築することです。

「（24）そこで、
わたしのこれらの言葉を聞いて行う
者は皆、岩の上に自分の家を建てた賢い人に似てい
（25）雨が降り、
川があふれ、風が吹いてその家を
る。
襲っても、倒れなかった。岩を土台としていたからで
（26）
わたしのこれらの言葉を聞くだけで行わな
ある。
い者は皆、砂の上に家を建てた愚かな人に似てい
（27）雨が降り、
川があふれ、風が吹いてその家に
る。
襲いかかると、
倒れて、
その倒れ方がひどかった。」

保護者の悩みを聞き、保護者と児童の気
持ちに『寄り添う』支援を心がけている。

【感謝状贈呈】
天野様 井尻様 大森様
【永年勤続者表彰】
勤続10年 天野さん 岩本さん 大嶋さん 金さん 藤原さん 安福さん
勤続20年 岡﨑さん 高見さん 水谷さん 山根さん 祐村さん 吉田さん

3. 理事長挨拶

4. ミニパーティー

気が付けば勤続10年…その間に結婚し母親になり
ました。産休・育休を経て現場に復帰できる職場に感
謝です。

前職から転進し福祉の仕事に就いて20年、地域で
お世話になった人達が施設を御利用されるようになっ
た。お世話になった人達に恩返しをしていきたい。
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東日本大震災合同派遣隊レポート

～心をひとつに～

「利用者さんと私」

リレーエッセー

静岡県ボランティア協会の要請により、有志法人
（“社会福祉法人 聖隷福祉事業団”
“社会福祉法人 神戸聖隷

「～利用者さんから教わったこと～」

福祉事業団”
“社会福祉法人 十字の園”
“バプテスト聖書女子神学院”）
が連携して、4月11日より切れ間なく介護職
員を遠野市へ派遣し、大槌町等被害の大きい地域における入浴支援等の介護サービスを行いました。

神戸愛生園 生活支援課

「今自分に出来ることを」

恵生園 第１１次隊

東日本大震災合同派遣隊の第１１次隊として５月２５日から５月３１

慢かもしれませんが幸せに思いました。そして「気持ちよかったよ。
じゅ

で自衛 隊の風呂が利 用出来ない高 齢 者の方や障 害 者の方に入 浴

うぶんだ」
と言って頂くと私たちのほうが幸せな気持ちになれました。

サービスを行うという活動でした。
これまでの派遣隊の皆さんとの信頼

自分に出来ることはわずかですが、皆で力を合わせると、そして繋

関係により、聖隷の入浴サービスは根付いており、週1回の入浴を心

いでいくと、すばらしい活動が出来ることを教わりました。福祉の仕事

待ちにされていました。又初対面の私たちも快く受け入れて頂きまし

に携わってきたことを改めて良かったと実感しました。活動を終えるま

た。入浴中ふっと呟かれた「津波はひどいよ、何もかも戻ってこないか

で多くの方々にご支援頂きましたこと、そして１週間一緒に苦楽をとも

ら…」
「毎日、漬物食べてテレビ見ていたのにね…」等、その一言が重

にした１１次隊の皆さんとゆうゆう派遣隊の皆さん、本当に有難うござ

く悲しかったです。ただただ今自分に出来ること、心を込めて頭や背

いました。

中を流すことしかできませんでした。避難場所に迎えに行き、お送りす

被災された皆様が１日でも早く心穏やかに生活できる日が来ること

るまで、その間１時間３０分あまりですが、利用者さんにとっては入浴と

を願っております。

「応答歌」

神戸光生園 第１２次隊

神戸地区の第１２次派遣隊として、
５月３０日から６月５日の間、岩手

加藤 航

ただきました。
ご婦人は感動で目を真っ赤にされていました。その後、

県大槌町で活動いたしました。大槌の街は沿岸部を中心に津波の被

そのご婦人は私たちの讃美歌に対するお礼の短歌を贈ってください

害が甚大で、
テレビで見たそのもので思わず言葉を失いました。

ました（下記飾り枠内参照）。

私達の主たる活動は高齢者を中心とした入浴介助と希望物資の

最後の歌にある
“赤きコップ”
はご婦人が避難所の玄関で賛美歌を

調 達でした。皆さん大 変 喜んで下さいました。一 方で４０歳 代のある

聞き、戻ったら私達がご主人の依頼でお届けしたコップが奇しくも赤

男性は、お風呂に入りながら「大槌はね、いい街だったんですよ」とポ

いもので、キリストの贖いの血を連 想されたのでした。私はキリスト教

ツリと。この呟きが 非 常に印 象 的でした。家 族 や 友 人 、家 や 財 産を

福祉の道を求め、神戸聖隷福祉事業団に入団いたしましたが、
まさか

失った方 がたくさんおられ、見た目の被 害 以 上に心に大きな痛みを

大槌の地でそれを体現できるとは思ってもみませんでした。

負っておられる様子を感じざるをえませんでした。

私たちの活動は１週間という期間で決して長くはありませんでした。

そんな中、あるご婦人から「津波に流されてしまった聖書と讃美歌

しかしその中で、被災された方々にどれだけ寄り添っていけるかという

が欲しいです。私の心の拠り所なんです」
と物資の依頼がありました。

ことを、
４人の隊員が一生懸命考え実践してきたつもりです。
これから

自衛隊の物資テントには見つからず、調達は後隊に依頼しましたが、

もその気持ちを忘れずに日々の業務に臨みたいと思います。

中央公民館の玄関にそのご婦人に『いつくしみ深き』
を歌わせてい

立場に立って支援を行うこと」です。福祉の仕事を続けていく上で、
こ

間であったのではと思います。そこに寄り添うことが出来たことを、傲

私たちの活動は地域のデイサービスをお借りし、岩手県の大槌町

長）
と私とで讃美歌のプレゼントを致しました。

私には普段から心掛けていることがあります。それは「相手の目線、

いう目的だけでなく、避難所という集団の場から離れ、ほっと出来る時

日まで活動に参加させて頂きました。

今 私たちにできることはないかと考え、加 藤 隊 長（ 神 戸 聖 生 園 施 設

緒方 千佳

天橋 明美

のことは当たり前ではありますが、
とても大切なことだと思います。この
私が福祉の仕事を選んだ理由は、叔母のすすめでした。もともと人

大 切さを教えてくれたのは、日々の利 用 者さんとの関わりでした。私

の役に立てるような仕 事に就きたいと思っていたので、
「 福 祉かぁ・
・
・

は、
「この服の着 方だったら、長い時 間 快 適に過ごすことができるか

やってみようかな。」というような軽い気持ちでした。大学を卒業して、

な？」とか、食事介助では、
「これくらいの量であったら食べやすいか

念願の福祉の仕事！
！泣いたり、笑ったり、怒ったり。些細なことが大き

な？」など色々な場面で、
「相手の立場に立つ」ということを心掛けな

な喜びに繋がる、そんな世界でした。

がら、日々利用者さんの支援を行っています。

神戸愛生園で仕事を始めて５年目、たくさんの事を利用者の方々

この仕事の魅力を教えてくれたのも利用者さんでした。私にとってこ
の仕事の魅力は、
「人の生活、人生を支える仕事であり、誰にでもでき

から学びました。
４年間担当であったMさん。はじめは介助にとても時間がかかりまし

るものではないところ」です。
「福祉」というものにひとくくりにされてしま

た。Mさんは色々と介助の方法を教えてくれるのですが、神戸愛生園

いがちですが、
とても奥が深い仕事だと日々感じています。学生時代

に配属になった当初は、他にも覚える事が山ほどあり、私の頭にはな

に実 習 先の職員さんから言われた「 利 用 者 支 援に正 解はなく、常に

かなか入ってきませんでした。上 手くいかずに落ち込むこともありまし

悩みを持ちながらいろんな可 能 性を追 求できる仕 事である。」という

た。先輩職員に悩み相談をしたり、
どうすれば上手くいくのだろうか？と

言葉を今でも覚えています。経験年数を重ねるごとに、
この言葉を、身

考えながら介助に入り、回数を重ねるうちに、
「こういうことか！」とわか

を持って実 感しています。いろいろと悩み考え試し、利 用 者の豊かな

るようになってきました。Mさんが教えてくれたことは、他の利用者さん

生活を支える。この仕事に終わりはないと思っています。福祉職は人

にも活用することができ、介助のコツをつかむことができました。Mさん

材不足と言われていますが、私は、やりがいと魅力にあふれた仕事だ

は今では「緒方さんの介助が１番わかりやすいよ」と後輩職員に話さ

と思っています。これからもこの仕事に誇りをもって、利用者１人ひとり

れています。

の生活をお支えしていきます。

この度、長きにわたって神戸聖隷保護者協議会の会長として法人の知的障害者福祉事業にご奉仕いただきま
した岸田晴義氏が退任されることとなりました。
ここにその功績を称えるとともに、心から感謝を申し上げます。

「今後の神戸聖隷の活躍に願うこと」
神戸聖隷保護者協議会 前会長

最 後になりますが派 遣してくださった聖 隷 福 祉 事 業 団、神 戸 聖 隷

岸田 晴義

福祉事業団の皆様、様々な形で私たちを励まし応援してくださった皆
様にお礼申し上げます。ありがとうございました。

者協議会」が結成され現在に至っております。その後、福祉念頭のも
と施設向上計画に沿うため、互助精神により長年に亘って保護者が
施設資金積立金を協力している次第であります。

第１１次派遣隊
（左側4名）
・ゆうゆう派遣隊

第１２次派遣隊（白いジャケット）
・ゆうゆう
派遣隊

東日本大震災 義援金報告
義援金へのご協力ありがとうございました。東日本大震災発生直後から、
法人各施設が窓口となり義援金募集を開始しました。

合計 ９,３２６,０８１円

その結果、
になり
被災地の福祉施設等を支援するための義援金として、全国社会福祉協
議会（施設連絡会）の義援金に寄託しました。
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２０１０年神戸聖隷福祉事業団創立３５年を迎えられた記念式典

家族会では、常に会合がもたれ情報交換が活発に行われている次

が盛 大に取り行われました。永 年 、施 設 拡 大に尽 力された聖 隷の精

第です。法人本部からの今後の計画情報を待ち受けている状態も見

神に基づいた方々の賜物だといわざるを得ません。１９８２年に神戸

受けられます。

聖生園、神戸愛生園の開園、
これが神戸市内最初の法人施設の誕

次に、利 用 者 家 族のご主 人（ 男 親 ）の集まりの機 会を設けて意 見

生であると言われております。その後神戸光生園、神戸明生園と次々

交換の場を作っていただくことを法人本部からの呼びかけでお願いし

と施設が増えていく過程でその当時から私たちの保護者は、我が子

たいと思っております。このことは、我が子 利 用 者の実 態など理 解が

利用者の施設における処遇の考え方に賛同し、神戸聖隷に対しては

広められること、又全体意見などの発言が図れるものと信じます。

わずかながらでも皆さんの協力があって、今や神戸聖隷福祉事業団

各施設におられる利用者の皆さんの性格は本当に素直、真面目な

は全 国 的にも名だたる法 人 福 祉 施 設であることには間 違いありませ

お子様ばかり、
しかしながら社会に意思が十分に伝わらないことは残

ん。充実した施設の中で一人一人の利用者を育てる職員の方々の努

念でなりませんが、社会の人達に対しては、利用者のあらゆる行動を

力に対し保護者にとっては、かけがえのない安心感を頂きながら生活

常に親切さのもとに理解してくださり、対応をとってもらうことが出来れ

を送れることは感謝の念に堪えないとおもいます。このことを発端としま

ば、利用者にとってこれほど明るい日常生活が送れることはないと思

して１９９２年９月に知的障害者の福祉向上のために「神戸聖隷保護

わざるを得ませんし、何か良いＰＲを願わざるを得ません。
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「利用者自治会“真和会”の歩み」
「真和会」 会長

千葉 和雄

今から３３年前に、真生園が建つとまもなくして「真和会」もできました。最
初の頃は半年毎が一期でした。今は３３期ではなく、
３７期です。
初めの頃は、誰も若くて活気がありました。懐かしく思うのは、自治会の新
聞「しんわ新聞」というのを月に一度発行していました。その当時はまだパソ
コンなんてなかったし、勿論ワープロも無かったものですから、手書きでした。
それがワープロになり、パソコンになり今では何も出していません。
３３年という月日はやっぱり長いもので色んなことがありました。たくさんの人を見送ってきました。退園さ
れた方もおられますし、亡くなられた方もいます。だんだん入所してくる人も重度化が進み「真和会の役員」
を頼める人も少なくなってきました。そんな中、運営会議といって真生園の最高会議にも出席するようになっ
ていました。その頃が一番真和会にとって難しい時期だった思います。ですから当然、会長になりたい人なん
ているはずがありません。同じ人が何期にもわたって、会長をするということが出て来ました。おまけに苦情
解決委員といって大変難しい委員会までが出来たのです。これは非常に困ったことでした。でも、それなり
に、なんとかやってはいけていました。ところが大きな事があったのです。自立支援法という法律に変わった
ことです。個人個人に重きを置くようになりました。したがって自治会の意味が問われる様になったのです。
運営会議に出席していても何のためなのか分からなくなってきています。全体のことは考えますが、初め
の頃のようではありません。利用者もだんだん前以上に、高齢化と重度化が進み、今では役員も数えるほど
しかいなくなりました。他はみな、兼務でやっています。個人を大切にしながら、全体の事も考える。難しい事
です。それに今一度、問い掛けたいのは真生園にとって自治会「真和会」が必要なものであるか、ということ
です。たぶん、これからこんなことを考えなくても「真和会」も自然消滅していくのでは無いのでしょうか。
高齢化が進み、重度化が進むにしたがって、やれる人がいなくなるのではないのでしょうか。そんなことを危
惧するこの頃です。ちなみに今の会長は２年毎になっています。
最後になりましたが、
「真和会」も一生懸命、踏ん張っています。どれだけ個人を大切にしながら、全体を見
廻すことができるのか分かりませんが、会が続く限りやらせてもらおうと思っている所存です。

真生園

（施設特集 シリーズ3）

真生園は地元住民に支えられておりその良き伝統は今日まで引き継がれています

和田山老人クラブによる愛の野菜の寄贈や地域住民、学生による
ボランティアなど真生園を支えてくださる皆様に感謝です

施設の“多角的な 社会化を目指して”

現在の真生園の求め 久木田施設長
真に生きる－相互理解のもと真になる。
「利用者も生きるし、我々も生きる」それが真に生きるということでは…

真生園は兵庫県所管第１号の身体障害者療護施設として１９７８年５月１０日に開園しました。

車椅子で和田山町を切り開いた！
！

真生園「基本方針」
１．安全で安心できる快適な生活の場や活動の場となる為の充実したサービスを提供します。
２．互いに交わす挨拶に笑顔を添え、同じ目線に立ち温かい眼差しと優しさで支援します。
３．利用者一人ひとりの個性や人権を尊重し、誠意を持って支援します。
４．地域に愛され、地域と共に歩む施設を目指します。
５．愛と希望に満ちた温もりのある施設づくりを目指します。

その後運営方針を「重度障害者の自

立路線」へと大きく転進させた
真生園の“自分で出来ることは 自分で”路線が鮮明に

職員紹介

真生園開設当初から今までの求めてきた姿を御覧ください。

家族主義

施設長、事務員

調理員

医師・看護師

事務職員として利用者さん
の支援をしています。

熱いものは熱く！冷たいものは冷たく!
おいしい食事を提供します。

地域の医療機関と連携を密にし、健康維持に
つとめます。

生活支援員

強者が弱者をいたわるような悲壮感を持たず
みんなが家族の一員のような明るい施設にしたい

21世紀の到来を展望して
施設福祉から地域福祉へ
利用者様お一人おひとりに耳を傾け個別の支援に努めます。

私たちは、笑顔で対応致します。
施設一覧  
本部
社会福祉法人神戸聖隷福祉事業団：法人本部：078-792-7555
但馬地区施設
恵生園：施設入所支援：079-674-0011
あったかプラザ：介護予防等拠点事業
（地域交流と福祉の店）
：079-674-2606
真生園：施設入所支援：079-674-0131
和生園：障害福祉サービス事業：就労継続支援Ｂ型：079-672-5639
特別養護老人ホーム平生園：介護老人福祉施設：079-674-0174
さくらの苑：高齢者デイサービスセンター：079-674-0264
高齢者グループホームわらしべ：認知症対応型生活介護：079-670-6677
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児童デイサービス
「すまいる」
：児童デイサービス事業：0796-22-8688
重症心身障害児
（者）
通園事業「トゥモロー」
：重症心身障害児
（者）
通園事業：0796-22-8688
相談支援事業「ぴあほくたん」
：相談支援事業：0796-22-8688
ひょうご発障害者支援センタークローバー豊岡ブランチ：発達障害者支援事業：0796-37－8006
豊岡市療育支援事業：療育支援事業：0796-22-8688
風
（ふう）
発達クリニック：小児科・精神科・神経内科診療所
（無床）
：0796-37－8001
エスポワールこじか：児童デイサービス事業：0796-662-6263 ※2011年度新設施設
神戸地区施設
神戸聖生園：生活介護・就労継続支援B型：078-791-2001
せいれいやさかだい：生活介護・就労継続支援Ｂ型：078-795-5060

神戸愛生園：施設入所支援：078-791-2222
神戸友生園：就労継続支援事業Ｂ型：078-793-2555
神戸光生園：生活介護・就労継続支援B型・就労移行支援・自立訓練
（生活訓練）
：078-784-8651
神戸明生園：施設入所支援：078-743-8060
神戸市障害者就労推進センター：障害者の就労推進事業：078-672-6484
神戸市立ワークセンターひょうご：障害福祉サービス事業：就労移行支援事業：078-672-6484
中部在宅障害者福祉センター：施設の維持管理業務：078-672-6480
神戸障害者就業・生活支援センター：障害者就労支援事業：078-672-6480
障害者専門職業紹介事業：障害者職業紹介事業：078-672-6480
神戸市立ひょうご高齢者デイサービスセンター：高齢者デイサービス事業：078-672-6491

ひょうごデイサービス介護支援センター：居宅介護支援事業：078-672-6491
神戸市立中部デイサービス施設障がい者デイセンターひょうご：障害福祉サービス事業：多機能型（生活介護・就労継続支援B型）：078-672-6492
ひょうご重症心身障害児(者）
通園事業：重症心身障害児(者）
通園事業：078-672-6488
西尻池シルバーハウジング：高齢者公営世話付住宅LSA派遣事業：078-643-0206
神戸市立自立センターひょうご：障害福祉サービス事業：生活介護事業：078-672-6493
ひょうご障害者地域生活支援センター：地域生活支援事業：相談支援事業：078-686-1731
神戸市発達障害者中部相談窓口：相談支援事業：078-672-6497
ワークセンターわかまつ : 就労継続支援Ｂ型 : 078-646-9880 ⇒ 平成23年度より新法移行しました。
せきもり分場：知的障害者通所授産施設：078-736-3924
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西南但馬障がい児通園事業施設

エスポワールこじか
児童デイサービス事業

2011年4月から「エスポワールこじか」が
神戸聖隷福祉事業団の仲間に加わりました！
兵庫県南但馬地方における発達障がい児支援の拠点として、２００２年に広域行政の
手で設置され実績を残してきました。この事業が本年度から指定管理者制度に移行する
ことになり、当法人が指定管理者として指定されました。

なぜ今“エスポワールこじか”の指定管理を受け
この事業が必要とされるのか？
★一人ひとり大切な子どもとして
★「産んでよかった」
「生まれてよかった」と思ってもらえる社会づくりへ
のチャレンジ！
★誰にも大人には子どもの時がある
★障がい特性を子どもの時から知り一生涯への対応を
★早期発見、早期療育
★障がいを個性として子育てを共に支える
お子さんを支援する事は
！
これからの地域を支援す ★子どもの視線に立った、お手伝いを！
る事にも繋がります。
※エスポワール(Espoir)はフランス語で「希望・期待」の意味です。

基本療育
●保育士、心理士、言語聴覚士、理学療法士、医師などが連携し、子
ども達の目標に合わせた個別支援計画を作成し、常にスタッフが
連携して療育を行います。
●個別支援計画に基づき、小集団での療育や個別療育を行います。
●同じ場所で遊ぶといった初歩的なところから、自己決定の仕方、話
し合って決めるといったレベルまで、目標に合わせた場面を設定
します。

お子さん一人ひとりの特性に合わせせた療 お子さんと家族にしっかりと向きあう事を 登園すると今日の先生
心がけています。
がすぐに分かります。
育をおこなっています。
視覚的に確認しながら行動ができるように、手作りの教材でお子さんに伝わりやすいようにたえず工夫しています。

療育の内容
利用される子ども達に、日常生活に必要な基本動作の指導、運動
機能の訓練や保育、集団生活への適応訓練、保護者への児童の適し
た訓練方法や保育指導・援助、児童の療育相談など、必要な療育活
動を提供します。
運営方針
１．
利用者一人ひとりを大切に、専門性を生かした支援を目指しま
す。
２．
利用者の個性及び人権を尊重し、健やかな成長に向けて総合的に
支援を行います。
３．
地域の保健・医療・福祉等との綿密な連携を図り、地域と共に歩む
施設を目指します。
利用の案内
●ご利用になれる方
養父市、朝来市、香美町に在住する、運動や言葉の遅れ、行動の
難しさなどにより発達支援の必要な乳幼児と小学生。
●営 業 日 月曜日から金曜日
（第２
・
４土曜日の午前 ただし、年始年末、祝祭日は除く）
●営業時間 午前8時30分から午後5時まで
●利用定員 １０名
●利用料金 障がい者自立支援法により定められています

ここにカバンを置きま
しょう。
おはようございます。こんにちは。こじ 運動室には遊具が用意してあります。
かがむかえてくれます。

はじまりのかいはここでや
りま～す♪

「洗足」Vol．
3

伊賀

山形
河合
小林
杉本
山内
藤井
石橋
鈴木

田中

富士郎

咲子

朋樹
真佐夫
佐和子
稔
忠徳
裕子
敏子
道雄

寛

米田
末子

２月

４月

三浦

３月

５月

祥三郎

中塚 正男
石飛 良
鎌田 晶子
齋藤 登志子
柴田 一江
有 由起雄
堀江 昌吾
安井 正喜

『洗足 Vol.2』８ページ「神戸聖隷へご寄付をくださった方々」
の欄で、
七澤 勇様のお名前を七瀬 勇様と誤植しておりました。
お詫びし、訂正させて頂きます。

皆様のご支援に感謝申し上げます。

洲河

お詫びと訂正

（敬称略・順不同）

實男

今回の「洗足」いかがでしたか？多くの方に原稿をお
願いし、皆さんの協力と思いがあって完成した広報紙
です。編集の工程で施設の足跡を辿り、取材し、そこで
出会うという事の重要さを学びました。施設を利用さ
れる方、地域の方、現場で働いている職員、そして読者
の皆さんに出会う広報紙「洗足」
！これからもよろしく
お願いします。

神戸聖隷にご寄付をいただきました。

田原
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編集後記

７月

2011年9月15日
発行人 土肥隆一
発 行 社会福祉法人 神戸聖隷福祉事業団
〒654-0142 神戸市須磨区友が丘1-1
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郵便振替口座 00920-9-163818
編 集 社会福祉法人 神戸聖隷福祉事業団
広報委員会
寄 付 利用者（障害者・高齢者）の一層
のサービス向上に資するため、法
人は皆様のご寄付をお願い申し
上げております。
同封の振替用紙をご利用下さい。

おもちゃはここです。
ちゃんと片付てね。

所在地：〒６６７－００２２ 兵庫県養父市八鹿町下網場４４８－３
TEL：０７９－６６２－６２６３ FAX：０７９－６６２－６２６４
利用定員：１０名
スタッフ：施設長 保育士 サービス管理責任者 心理士
理学療法士 言語聴覚士 医師を含め１３名

