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利用者さんより

喜びの声

「楽しいです。音楽とか体操とかそんなのが
いいです。広くてよくテレビが見られる。
ごはんがおいしいです。おかずもおいしい
です。夜もよく眠れます。」

保護者の方より
「とにかくきれいになって喜んでい
ます。入っている本人は大変喜ん
でいると思います。一人部屋になっ
て日当たりも良くてゆっくり過ご
せるようで安心しました。」
越智喜美代さん

太田真智子さん

職員より
「個室（自分の空間）が持てたことで落ち着
いた生活ができるようになりました。少し
ずつ軌道に乗りつつあるので、これからは
日中活動を充実させたいです。」

幸重勝久さん

朝の健康観察
家庭的な雰囲気を大事にしたリビング
ごはんとみそ汁の美味しい湯気が立ち昇るダイニング

部屋でくつろぐ利用者さん

ご あ い さ つ

多目的スペース

音楽セラピーの様子

施設長

林

茂喜

この度、待望久しい、素晴らしい施設が完成いたしました。これもひとえに、利用者様や保護者様の
熱意と、関係各位のあたたかいご支援・ご協力の賜物と心より感謝申し上げます。
建物は、環境的に申し分ありません。今後これに魂を注入することによって、博愛会が掲げています
「やさしさ日本一」の施設をこの第一博愛寮で見事に具現化したいと思います。
この施設のコンセプトは「家族」です。ここは入所施設、生活施設ですから、ご自分のご家庭で生活できない方々にとっ
て、「家」そのものであるわけです。ですから、そこは一番大事にしたいところでございます。家のような家庭的なものに
近づけたら、そういった気持ちであります。そんな心の通い合う、温かい、やさしい施設、「新生第一博愛寮」を作り上げ
たいと思っています。
まだ施設としては発展途上であり、成長の過程にありますが、皆様方がここを訪れる度に、どんどん成熟していっている姿
をお見せできるよう、我々職員一同、全力で取り組むことをお約束いたしますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。

航跡 － Kouseki －
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第一博愛寮は、昭和57年にこの野田の地に移転しました。築36年が経過し、建物の老朽化と時代の変
化に伴う支援のしづらさや災害等への不安が目立ってきました。この度、利用者さま、保護者さまの熱
い想いを存分に受け継いだ素敵な建物が完成いたしました。
北欧の福祉建築を学んだ松村正希設計士さんに「家庭的で、利用者さんの障がいの特性に合わせた生
活ができる、全国に誇れる施設」を作ってほしいと依頼しました。
5800平方メートルの敷地に、木造の温かい雰囲気の個室が84部屋、お一人お一人に個性的な内装の
落ち着いた空間ができました。
2019年５月にはランチタイムにオープンするおしゃれなレストラン棟が完成します。今後も支援力の
向上と自己決定ができる質の高い施設を目指して職員一同取り組んでまいります。

Ⅰ号棟

施設のシンボルツリーのケヤキの木

竣工記念式典
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メジ ロ ンハウ ス 開 設
10月１日、第二博愛寮敷地内にて発達障害者対応棟「メジロンハウス」を開設しま
した。
桜の花が咲く季節には、メジロが花の蜜をめがけてやってきます。春の陽気の温もり
が感じられるようにとこの名前が付けられました。
メジロンハウスは、他者との関係が苦手な障がい特性をもつ方々へ静かな生活空間を
提供することを目的として整備されました。その特徴は『少人数、全室個室化』で、自
分の部屋があり、キッチンがありと、家庭的な雰囲気を大切にしています。また、利用
者さんの特性に合わせて備え付けのトイレがある部屋もあります。メジロンハウスで生
活を始めることになった利用者さんの変化は我々職員の期待を上回るものでした。

メジロンハウス外観

具体的な例として、これまで部屋から出ることに不安を感じてトイレやお風呂に行けなかった方は、今では安心して外に
出て行けるようになりました。また、他利用者さんとのかかわりが苦手でパニックになっていた方は、プライベートな空間
が確保されたことで落ち着いて生活できるようになりました。メジロンハウスはまだ稼働したばかりで、今後環境の変化に
慣れることにより、さらに利用者さんの行動も変化してい
くことが予想されます。
環境面以外でも、障がい特性をきちんと理解した上で適
切なコミュニケーションをとること、また、新たな取り組
みとして施設の決まった日中活動以外に砂や粘土、トラン
ポリンを使った個別の活動を取り入れています。

居室

リビング

メジロンハウスの利用者さんの様子がよく見えてきたこ
とで新たな課題も出てきています。これらの課題と真摯に
向き合い、職員全体でスキルアップを図ることで利用者さ
ん一人ひとりの生活の質の向上を目指していきます。

南山荘火災訓練
久住高原南山荘で竹田市消防団久住方面隊主催の火災防御訓練が平成30年11月18日㈰に行われました。
午前８時、施設北側の山林で火災が起きたとの想定で、竹田市消防署、竹田市消防団、竹田警察署参加のもと久住町全
域にサイレンが鳴り響き、消防車６台、団員約100名が駆け付け防火水槽からホースを延ばして市消防署のポンプ車に中
継送水しました。また同時に消防団員と一緒に入所者60名の避難誘導を行いました。
市消防署久住分署長より「自分の身は自分で守るように。」、久住消防団方面隊長からは「初めて施設合同で避難訓練を
実施した。この経験をいかしたい。」と話していただきました。
初めての市消防団や消防署との避難訓練でしたが、指摘された事項や事前準備、また、訓練後に気付いた点は早急に改
善して今後につなげていきたいと思います。今回の訓練で災害時におけるマニュアルの確認と防災の意識喚起もでき地元
都野地区消防団の皆さんが南山荘入所者と接することで、より理解が深まり有意義な訓練となりました。

航跡 － Kouseki －
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11月２日・３日・４日

今年は「第33回国民文化祭おおいた2018」、
「第18回全国障害者芸術・
文化祭おおいた大会」の会場として「竹田みんなでアート」の作品展示
とライブペインティングを行いました。今年より新しく「火起こし」体
験が加わり、ピザ作りや農業体験、たくさんのイベントで大いに盛り上
がりました！

第33回 国民文化祭・おおいた2018
第18回 全国障害者芸術・文化祭おおいた大会「わくわく♪つながる♪音楽祭」

あいネットワーク大分

第10回

音楽会

10 月８日に大分県で行われました国民文化祭・全国障害者芸術・文化祭の事
業として NPO 法人あいネットワーク大分の第 10 回音楽会を開催しました。
第１部では津久見樫の実少年少女合唱団の美しい歌声や、大分県内 17 校の特
別支援学校による合唱や演奏が行われました。また大分県公募合唱団として障
がいのあるなしに関わらず 100 名の方が参加した合唱やボディーパーカッショ
ンを使ってのパフォーマンスが披露されました。
そして第２部では全盲のヴァイオリ二スト和波孝禧氏、チェンバロ演奏者の
小林道夫氏と芸短大ストリングアンサンブルとの共演が行われました。
フィナーレでは参加者総勢 300 名の皆さんと客席が一体となって「365 日の
紙飛行機」を大合唱し、音楽を通して楽しいひと時となりました。
当日は、博愛会利用者、保護者の皆様をはじめ、多くの方々にご来場をいた
だきありがとうございました。また会場ボランティアとしてご協力いただきま
した博愛会保護者の方々にも重ねて御礼申し上げます。
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支え、支えられて❾
私は現在
椎茸班に所
属しており、
伐採、椎茸
の原木運び、
夏場は敷地
内の草刈り
など利用者さんと一緒に汗を流す
日々を送っています。
入社してから早３年、色々と覚
える事もありましたが、あっとい
う間に過ぎたというのが正直な気
持ちです。入社当初の私は、不安
というよりむしろワクワクした気
持ちで仕事に臨んでいたことを覚
えています。慣れない私に対して
利用者さんが積極的に話しかけて
下さり、温かい言葉をたくさんく
れたことですぐに職場に溶け込む
ことができました。

第一博愛
寮の新施設
への引っ越
し当初、広
くて綺麗な
新施設に喜
びの声をあ
げた利用者さんと私達職員。喜び
と共に、慣れない状況の中、最善
の支援と円滑な業務の為に模索す
る毎日でした。戸惑いを見せる利
用者さんもいらっしゃいました
が、現在はだいぶん慣れて生活に
も落ち着きが見られるようになっ
てきています。
第一博愛寮には、私がコロニー
久住で勤務させて頂いていた際
に、共に働き、汗を流していた利
用者さんがいらっしゃいます。歳
を重ね、作業を退き生活の場を一
寮に移したわけですが、コロニー

「最近ちょっと太ったね」
「お菓子を食べ過ぎたかな？」「あ
れ、こんなところに傷がある、い
つ出来たんだろう」と、まるで家
族のような会話。利用者さんに
とって、毎日一緒に過ごす仲間と
我々職員は家族同然なのではない
かと感じています。もちろん、支
援員として利用者さんに最高の支
援を提供するにはどうすればいい
のかというのは永遠の課題です
が、同時に人と人との関わりも大
事にしたいと思っています。
私はこれからも利用者さんと一
緒に喜び、悩み、最後には笑顔に
なれるように支え合い励まし合っ
ていきたいと思います。そして知
識、技術を磨き、誰からも必要と
される人材になれるよう努力して
参ります。

入所当時、作業に向かう利用者さ
んは仕事に誇りを持たれていた
なぁ、と眩しく思い出す事があり
ます。長年一寮で生活されている
利用者さんも、かつて（現在も）
何かしらの役割を担っていたり、
障がいによる不自由さと対峙しな
がら励んで来られた方もいらっ
しゃると思います。
人は歳を取り、次第に生活に不
自由さが出てきますし、障がいの
特性により出来る事が限られてし
まう方もいらっしゃいます。しか
し、利用者さんの誇りや個性が失
われる事の無い支援を心掛けなけ
れば、とあらためて思っています。
かつてのコロニーの仲間や他施
設より一寮を選んで来て下さる方
が、一寮で再び笑って生活して頂
ける事を目標に頑張っていきたい
と思います。

後藤 健二
キッチン花亭

中村 今日子
久住高原南山荘

梅木 由美
第一博愛寮

河野 大哉
第二博愛寮

早いもので、もう今年も終わろうとしています。
そして当然のように各事業所でいろいろなことが
ありました。
支えているようで、支えられている私達職員…
現場で日々共に生きる職員からのメッセージです。

久住高原
南山荘の相
談員として
３年目を迎
えています。
開設当初
は忙しくて、
入所者様の名前を覚える事や日々
の業務をこなす事に精一杯でし
た。事務所で机に向かっている
と 、「 お 茶 を い れ た で ～ 」 と 笑 顔
で持ってきてくれます。他にも、
よく近くの小学校が南山荘を訪問
してくれます。私の子どもがその
小学校に通っており入所者様が顔
を覚えてくれています。そのよう
な事で「子どもさんは元気？今度
つれてきてな」と子供の心配をし
てくれます。下の子が生まれたと
きは自身のひ孫が生まれた時のよ
うに喜んでくれた事を今でも憶え

朝４時、
「おはよう
ございます。
」
の挨拶の後、
従業員さん
達と共に、
花亭の朝が
スタートします。３名の従業員さ
ん達はそれぞれの持ち場へ行き、
黙々と作業を始めます。米飯の機
械にスイッチを入れる人、フライ
ヤーのスイッチを入れ、献立を見
て冷凍庫に食材を取りに行く人、
盛り付け室に準備に行く人、花亭
には居なくてはならない従業員さ
ん達です。
この原稿の依頼を受けた時、私
なりにこの 年間を振り返ってみ
る良い機会だと思いました。毎日
慌ただしい現場においてアクシデ
ントが起きたり、時には予定通り

ています。本当にたくさんの方に
可愛がってもらっています。その
優しさと笑顔に心がほんわかし、
励まされてきました。今でも多く
のことで元気をもらい励まされて
いますが私も入所者様が元気で楽
しく生活をしていただけるように
心がけて仕事をしています。
毎日入所者様の姿を見ていると
それぞれ自分の役割があり、それ
が生きがいへと繋がっているよう
にみえます。
これからも優しさを忘れず、た
くさんの方との繋がりを大切に
し、入所者様との一日一日を大切
にしていきたいと思っています。

の作業が進まず考え込んでしまう
事もあります。しかしどんな状況
の時にも自分を信じて指示を待っ
てくれる従業員さん達の真剣な眼
差しを見ると素早く判断し、的確
な作業指示を伝えなければならな
いと強く感じます。従業員さん
達の一生懸命、作業に取り組む
姿を見て私も「もっと頑張らな
くては」と励まされる毎日です。
安心・安全な食事提供が出来る
様、これからも一致団結して取り
組んでまいります。
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大分県
「障がい者週間」
福祉大会 豊肥大会

航跡 － Kouseki －
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OPEN!!
今年もかき小屋・浜いちご園

回 全国アビリンピック大会
平成 年 月９日（日）竹田市において開催された、
大分県「障がい者週間」福祉大会豊肥大会の“ときめき
音楽祭”に、コロニー久住フラダンスチーム「ルアナ・
オハナ」の利用者と職員が出演しました。
今年 月にオープンしたばかりの竹田市総合文化ホー
ル「グランツ竹田」の大きなステージで、女性利用者４
名、男性利用者９名、職員３名の総勢 名が「みんなみ
んな英雄」他２曲のフラダンスを元気いっぱいに披露
し、満員の観衆から大きな声援を受けました。
この舞台ではこれまで担当として携わり、一緒にフラ
ダンスを踊っていた馬場支援員の引退と、今年コロニー
久住に新たに配属された楢木野支援員のフラダンス初舞
台という新旧交代も行われました。楢木野支援員は「初
舞台がグランツ竹田でとても緊張しましたが、ルアナ・
オハナ（楽しい家族）のスピリットで何とか笑顔でやり
きれました。まだまだ馬場支援員のダンスのキレには及
びませんが頑張ります！」と清々しい表情で語っていま
した。
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平成 年 月 日（金）～ 日（月）
全国障害者技能競技大会（アビリンピック大会）が、
沖縄県で開催されました。
大分県代表として、喫茶サービス部門にカフェ・シャ
リテの高橋夏姫さんが参加しました。
昨年は残念ながら入賞とまではいきませんでしたが、
今年は参加者全 名の中、見事銅賞（３位）を受賞しま
した。
日頃の接客の成果が見事に発揮され、うれしい結果と
なりました。
この結果を受け、ご本人さんは「今回たくさんの人の
支えがあって結果を出すことができました。この結果に
満足せず、来年の全国大会では金賞が取れるように、こ
れから一年間頑張りたいです」と意気込みを語ってくれ
ました。
また 月 日（土）には早速大分県大会が開催され、
喫茶サービス部門に、高橋夏姫さんと鍋嶋達也さんが出
場しました。
見事に高橋さんが金賞、鍋嶋さんが銀賞を受賞しまし
た。高橋さんは、来年度愛知県で開催される全国大会へ
推薦されることが決定しています。
今後もこの経験を生かして、来年度の全国大会に向
け、カフェ・シャリテでの日々の接客技術の向上に努め
てほしいと思います。
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K O U S E K I

社 会 福 祉 法 人

博愛会本部

〒870 0868 大分県大分市大字野田759番地1
TEL（097）586−6121 FAX（097）586−6115
指定障害者支援施設

第一博愛寮

〒870 0868 大分県大分市大字野田759番地1
TEL（097）549−1321 FAX（097）549−1092
※ホームヘルパーステーション直通 TEL（097）548−7257

指定障害者支援施設

第二博愛寮

〒879 7761 大分県大分市中戸次2131
TEL（097）597−0204 FAX（097）597−0205

指定障害者支援施設

福祉農場

コロニー久住

INFORMATION
●いちご狩りのご案内

今年もおいしいイチゴが実りました♪
食べ放題コース＜入園料込>

量り売りコース＜入園料>

大人＜中学生以上＞ ￥1,200

４歳以上

￥1,000

小学生
幼児４歳以上

￥800

￥100

※100ｇ／ 150円です。

開園期間：１月〜５月（土・日・祝） 時間：10時〜16時
（最終受付 15時）
※いちごの生育により休園の場合がありますので事前に
お問い合わせ下さい。

▶パルクラブ

☎0974-77-2941

●久住屋

〒878 0202 大分県竹田市久住町大字有氏896 14
TEL（0974）77−2344 FAX（0974）77−2951
博愛会地域総合支援センター

指定障害福祉サービス事業所（多機能型）

博愛会地域総合支援センター
指定宿泊型自立訓練事業所

博愛大学校どりーむ
障害者就業・生活支援センター

大分プラザ

〒870 0839 大分県大分市金池南1丁目9番5号
TEL（097）574−8668 FAX（097）574−8667

指定障害福祉サービス事業所（多機能型）

キッチン花亭

〒870 0868 大分県大分市大字野田841番地1
TEL（097）586−5775 FAX（097）586−5525

指定障害福祉サービス事業所（多機能型）

パルクラブ

〒878 0202 大分県竹田市久住町大字有氏896 22
TEL（0974）77−2941 FAX（0974）77−2946
指定障害福祉サービス事業所（多機能型）

住吉浜リゾートパーク

〒873 0033 大分県杵築市守江1165 2
TEL（0978）63−9117 FAX（0978）63−9127
http://www.sumiyoshihama.com
養 護 老 人 ホ ー ム

久住高原南山荘

〒878 0204 大分県竹田市久住町大字栢木6062 1
TEL（0974）77−2123 FAX（0974）77−2125
発行／ 社会福祉法人

平成三十年十二月

編 集 後 記
2018 年は長年待ち続けた老朽改築工事が無事に完了し、
新しい第一博愛寮がスタートしました。木の温もりを感じ
られるゆったりした空間と家庭的な雰囲気、そしてうれし

博愛会

そうな利用者さんの笑顔♥
来る年も、私たちは「人の喜ぶ顔をみて喜びなさい」を
原点に、今よりもっと「笑顔はじける博愛会」を目指して
皆さんと歩んでいきたいと思います。

平成29年度 補助事業完了のお知らせ
〜ありがとうございました〜
・大分市社会福祉施設等施設整備費補助事業
第一博愛寮老朽改築工事
補助金額：416,745,000 円

寄 付 ・ 寄 贈
見ノ木アヤ子 様より ････
第一博愛寮保護者会様より ･･
NPO法人あいネットワーク大分様より ･･
社会福祉法人博愛会後援会様より･･
NPO かぐや姫 様より ･･･
園田重延様より ･････････
宮地弘彦様より ･････････
シニアライフ県信基金様より ･･
（株）熊野建設様より ･････

100 万円（法人へ）
96万1,400円
（第一博愛寮へ）
50 万円
（第一博愛寮へ）
50 万円
（第一博愛寮へ）
81,725 円（法人へ）
絵画 １点（第一博愛寮へ）
書 １点（第一博愛寮へ）
車椅子２台寄贈
（南山荘へ）
電気時計 １台
（第一博愛寮へ）

ありがとうございました。大切に使わせていただきます。

