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主な内容

第 2 ひかり学園
＆事業所内保育所

おくと

第 2 ひかり学園（定員 50 名）
は平成 8 年 5 ⽉に開所しました。⽣
活介護等の福祉サービスを⾏なう障
害者⽀援施設です。

ゲームクラブ

9 ⽉ 15 ⽇、16 ⽇ 成⽥市で千

ニード別外出
９⽉ 28 ⽇、成⽥ゆめ牧場に⾏く

前⽉のトピックス
六所神社清掃︓9 ⽉ 9 ⽇(⽇)ひか

葉県ゆうあいぴっくソフトボール⼤会が

予定でしたが多古町内では学校が

り学園と合同で⾏いました。救急法

⾏われました。第 2、ひかり、アネック

休校になった程の豪⾬で、イオン成⽥

訓練︓新⼈職員を中⼼に⾹取消防

スの法⼈合同チームで参加し、初戦

ジョッピングセンターに変更しました。フ

署多古分署で救急法講習受講皆

の 3 部リーグ 1 回戦では⾒事勝利

ードコートでの昼⾷後は、⾬が⼩降り

の会(本⼈会)︓2 ⽇(⽇)に実施。

しました。初めてヒットを打った利⽤者

になり桜の丘公園に⾶⾏機を⾒に⾏

当⽉予定や⼤きな⾏事の説明、毎

もおり、気分がかなり⾼揚した様⼦で

きました。今度は晴れの⽇に動物たち

⽉のリクエスト献⽴の希望、苦情や

した。やはり勝利というのはいいもので

と触れあってきたいと思います。(福)

要望、利⽤者の表彰コーナー等。

すね︕練習の成果が発揮され良い

おめでとうございます︕

笑顔が⾒ることができました。(福)

〜今⽉の誕⽣者〜

リクエストメニュー

秋⼭ 剛秀さん 坂⽥ 浩樹さん

今⽉のリクエストはお菓⼦バイキン

⾚⽻ 謙⼀さん 鈴⽊ 敦さん

グでした。皆さん遠慮がち（︖）でし

ありがとうございました

たが、思い思いに好きなお菓⼦をカウ

ご寄付物品・ﾎﾞﾗ協力 (敬称略順不同)

ンターから取っていました。この企画は

間淵、⾼根、鈴⽊、⼭⽥、⾦森、

利⽤者に⼤好評でしたので、近いう

林、⻫藤、ダイユー恒産、稲葉建

ちにまた実施したいと思います。(福)

ニード外出〜イオン成⽥

具、療育⽝研究会、第 2 ひかり学

＜10 ⽉の予定＞

園保護者会

第 2 ひかり学園では余暇活動に

1 ⽇（⽇）⾝体測定

おくとをご利⽤ください

⼒を⼊れており、その中でもゲームクラ

7 ⽇（⼟）環境整備

ブでは利⽤者のみなさんが楽しめるゲ

15 ⽇（⽇）体育祭

ームはどういったものかを⽇々考えてい

＜11 ⽉の予定＞

ます。TV ゲームが好きな⽅も多いで

3 ⽇（⼟）環境整備

すが、古典的なゲームもとても良い表

4 ⽇（⽇）⾝体測定

情で楽しむ姿も⾒られます。(福)

23 ⽇（⽇）いきいきフェスタ

＜編集後記＞学園ニュースは利用者の家
族、関係者向けに発行して十有余年にな
りました。社会環境はこの間に大きく変
わり、社会福祉法人が日々行っているこ
とを内外に知らせる時代となりました。

遅ればせながら、今号より誌面を大幅に
刷新してみましたが、いかがでしたでし
ょうか？ご意見をいただけたら幸いで
す。ところで、我が家の猫達ももう 6 歳
になりましたが、獣医の勧めもあり去勢

今⽉の顔

お友達も待っています！

手術を受けることになりました。彼らに
はまだ話していません。雰囲気を感じる
と旅に出てしまうので秘密裏に連行しま
す。彼らも新時代を迎えることとなった
ので、お祝いします。では乾杯！(藤)
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ソフトボール⼤会

ひかり学園アネックス
＆ひかり・⽩⾙ホーム
地域⽀援は本会では第 3 事
業部として位置づけられ、多古町
内外のグループホームの⼊居者
や近隣の在宅児・者に⽇中活動
⽀援や在宅⽀援及び就労⽀援
を⾏なっています。

地域交流会で⽩熱ボッチャ対決！

特集 成年後⾒⼈制度について 第 1 回

ボッチャブーム到来︕

わあかちいとでコーヒーを。

体育祭でボッチャ実施します

ポイントカード始めました

今年のひかり体育祭(10 ⽉ 15

町内のサロン「わあかちいと」では、コ

⽇(⽇))では、リオパラリンピックで

ーヒーのご購⼊ 1 杯につきスタンプ 1

銀メダル獲得し注⽬された「ボッチ

つをプレゼントするポイントカードを実

ャ」を実施することになりました。

施中です。スタンプ 10 個でポイントカ
ードがいっぱいになると、なんとコーヒ
ー1 杯が無料になります︕お誘いあ
わせの上、皆さまでどうぞ︕(宇)

成年後⾒制度を利⽤できる⼈
後⾒制度を利⽤できる⼈は、精神上
の障害によって判断能⼒がない⼈や不
⼗分な⼈です。原則として、判断能⼒
がない⼈の場合には後⾒、判断能⼒が
不⼗分な⼈の場合には保佐や補助の
制度を利⽤することになります。
任意後⾒制度の利⽤
成年後⾒制度は、法定後⾒制度と
任意後⾒制度からなります。任意後⾒
制度は本⼈の判断能⼒が低下する前
から利⽤できますが、法定後⾒制度は

⾞椅⼦の⽅も楽しめます

判断能⼒が実際に衰えた後でなければ

ボッチャとはどういう競技︖
ボッチャは、ヨーロッパで⽣まれの
障がい者のために考案されました。
ジャックボールと呼ばれる⽩い⽬標
球に、⾚・⻘のそれぞれ６球ずつ
のボールを投げたり、転がしたり、

利⽤できません。
ポイントカード↑
←ラテアートはで
きませんが・・・

【先⽉の気づき】
〜ひやりはっと・事故報告より〜

法定後⾒制度の利⽤
法定後⾒の場合には、精神上の障
害や認知症などによって判断能⼒が不
⼗分な⼈のために、家庭裁判所が選任
した成年後⾒⼈等が、本⼈の財産管

他のボールに当てたりして、いかに 事例 1「情緒不安」
理の保護、介護保険サービスなどの利
近づけるかを競う競技です。
利⽤者が独り⾔から不安定となりガ ⽤契約についての判断など、福祉や⽣
＜地域交流＞9 ⽉ 23 ⽇(⼟) ラスを割ろうとした→対策︓テレビドラマ
活に配慮して保護や⽀援を⾏います。
常磐福祉センターの地域交流会 のフラッシュバックの影響︖⾶散防⽌フ
成年後⾒⼈等の候補者が決まっていな
で利⽤者と地元の⽅が試合形式 ィルムを窓に設置(中村)
い場合、家庭裁判所が本⼈に適する⼈
での練習会を⾏いました。(露)
事例 2「除草作業中に器物破損」
を選任します。その際、候補を配偶者に
なかホームの除草作業中に⺟屋前 限らず、司法書⼠や弁護⼠、社会福祉
に置いてあったコードリールを草刈機で ⼠など幅広い候補の中から本⼈の事情
破損させてしまった→対策︓⼤家さん を考慮して適任者を選びます。(つづく)

どっちのボールが近い？

けて実施するようにした（⽩⾙ H）

出典 「すぐに役⽴つ 改定新版 成年後⾒制度
の法律と⼿続き」 司法書⼠ 原⽥正誉監修 三修
社刊 ⽂責︓宇井
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へ謝罪。草刈時には余分な物は⽚づ

ひかり学園
ひかり学園（定員 48 名）は
平成 4 年 12 ⽉に開所しまし
た。提供する福祉サービスは⽣
活介護、短期⼊所、⽇中⼀時
⽀援などです。
１F 多⽬的室

23 ⽇(⼟)秋分の⽇メニュー︓お

おめでとうございます︕

9 ⽉ 11 ⽇(⽉)、寺⽥ぶどう園

はぎ、冷やし蕎⻨、南⽠と芋の天ぷ

〜今⽉の誕⽣者〜

(多古町船越)でぶどう狩りをしまし

ら、梨 24 ⽇(⽇)ひかりﾚｽﾄﾗﾝ︓お

久保 孝満さん 五⽊⽥厚⼦さん

た。今年の夏は⾬が多く天候不順

ろしバーグステーキ、マーボーバーグ

前⽥ 和秀さん 廣⽥ 律之さん

だったにも関わらず、とても⽴派でお

ステーキ、カレーバーグステーキ、チ

安⾷ 輝和さん

いしいぶどうがたくさん実りました。利

ーズバーグステーキの選択。ライス、

⽤者達はひとつひとつ⼤事に⼤事に

ロールパンの選択。副菜は野菜サラ

ありがとうございました

収穫してきました。収穫したぶどうは

ダ（コーン）

秋本、杉⽥、富⾥福葉苑、⼤念寺、

さっそく給⾷で頂きました。毎年、ご

⾻折事故が発⽣

千葉南ロータリークラブ、(株)エコン、

協⼒頂いている寺⽥様と加瀬様に

〜ひやりはっと・事故報告より〜

ひかり学園保護者会、第 2 ひかり学

⼼より感謝を申し上げます。(武)

・事例 利⽤者さんが居室にて左

園保護者会

⾜の腓⾻と脛⾻を⾻折してしまう。

ひかり学園＆アネックスの予定

・原因 カメラでは確認できず。居

10 ⽉ 1 ⽇(⽇)さくらの会・誕⽣会

室の壁とベットに隙間があり、そこに

6 ⽇(⾦) 会議(事務､係､主任､危

左⾜が挟まり事故に⾄ったようだ。

機管理&安全衛⽣&G0 委員会)

・再発防⽌策 壁とベットに隙間が

11 ⽇(⽔)⼿をつなぐスポーツの集い

できないように巡回時に職員２名

12 ⽇(⽊)中地区敬⽼会

で確認し、再発防⽌に努める。

15 ⽇(⽇)ひかり体育祭

寺⽥ブドウ園で

前⽉のトピックス
10 ⽇(⽇)選択メニュー︓A メニュ
ー︔⿇婆茄⼦丼、B メニュー︔そ
ばめし、共通︔⾖、胡⽠の胡⿇マ
ヨサラダ、グレープフルーツ 18 ⽇
(⽉)敬⽼の⽇メニュー︓古代⽶
ご飯、鮭のピリ⾟味噌煮、じゃが豚
ガーリック炒め、ほうれん草の磯和
え、⾁団⼦ 20 ⽇(⽔)バイキン
グ︓茸ご飯、⼭菜栗ご飯、茸焼き
うどん、茸のラタン、サンマ⽢露煮、
天ぷら盛合せ、⾥芋の揚げ出し／
多古分署で普通救命講習会受講

＜苦情受付窓⼝開設中＞

ご寄付物品・ﾎﾞﾗ協力 (敬称略順不同)

18 ⽇(⽔) 会議(全体、⽀援、給

毎⽉第２，４⽉曜⽇開設。１０

⾷、栄養)､ﾊﾞｲｷﾝｸﾞ､園内研修

⽉９⽇、１０⽉２３⽇です。

22 ⽇(⽇)選択メニュー

＜９⽉の要望＞

29 ⽇(⽇)ひかりレストラン

・内容 除草作業をしていた地元

11 ⽉ 4 ⽇(⼟)環境整備

の⽅から職員が運転する⾞がスピ

5 ⽇(⽇)さくらの会

ードを出して通り過ぎて怖い思いを

10 ⽇(⾦)定例会議 係会議

したとのこと。

12 ⽇(⽇)選択メニュー

・対応 謝罪し、職員へ安全運転

15 ⽇(⽔) 会議(全体、⽀援、給

の周知徹底を図ることを伝える。

⾷、栄養)､ﾊﾞｲｷﾝｸﾞ､園内研修
23 ⽇(⽊)いきいきフェスタ TAKO
26 ⽇(⽇)ひかりレストラン
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ぶどう狩り

