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●私たちは、あなたらしさを大切にし、あなたの夢を応援します。
●私たちは、だれもが普通に暮らせる地域社会創りを目指します。
●私たちは、確かな技術と豊かな心をもって、力をあわせて支援します。

昨年10月から新しいグループホーム
での生活を始められた皆様です。
「新しいお部屋はいかがですか？」とお
聞きすると、「きれいだよ、楽しいよ！」
と、とてもうれしいお答えが返ってきま
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新年のごあいさつ
総務部長 下

謹んで新年のお慶びを申し上
げま す ︒
平素より法人すかいに対し︑
多大なるご支援︑ご協力をいた
だいておりますことに︑厚く感
謝申 し 上 げ ま す ︒
昨年は新型コロナウィルス感
染拡大の影響により︑恒例行事
の中止︑ご利用者の外出や帰
省︑面会の制限を余儀なくされ
ました︒ご利用者の楽しみにし
ているイベントなどが中止にな
り︑生活のうえでも様々な我慢
をお願いしなければなりません
でし た ︒
このような厳しい状況のな
か︑事業所内での夏祭りやバー
ベキュー︑焼き芋会など職員が
趣向を凝らしご利用者に楽しん
でいただけるよう代替行事を行
いました︒ご利用者の楽しそう
な姿を見られ安堵するととも
に︑私どもがご利用者の笑顔で
元気をいただいていることに改
めて 実 感 し て い る と こ ろ で す ︒
収束の見通しが経たない状況
の中︑すかいはウィルスを持ち
込まない対策を徹底してまいり
ました︒今後は︑発生時の対策
も含めたＢＣＰ 事(業継続計画 の)
視点での対策の強化に取り組ん
でい き た い と 考 え て い ま す ︒
障害者事業プロジェクトにお
いて︑ご利用者の重度化・高齢
化の課題のみではなく︑皇海荘

は土砂災害警戒区域にあるため
危険性の対策が急務であり︑ご
家族からの要望もあって︑現在
内容を精査しているところで
す︒また︑第二皇海荘でも施設
設備の老朽化とともに地質︵地
盤︶の影響について調査︑検討
を進めています︒今後は︑両施
設のご利用者がより安心して生
活できる場所への移転を視野に
入れ検討を重ねていきたいと
思っています︒
昨年十二月十二日に法人すか
いは創立三十五周年を迎えまし
た︒
お世話になっている地域の
方々のお役に立てるよう︑地域
における公益的な取組みとし
て︑栃木県のいちごハートネッ
ト事業︑東京都地域公益活動推
進協議会への参加︑日光市社会
福祉協議会各種地域福祉活動へ
の参画などを行ってきました
が︑法人独自の計画的な活動へ
の必要性を感じていました︒こ
のたび︑地域住民の方々のあり
のままの声を聴くことで︑様々
な課題の理解や関係機関との情
報の共有化を進め︑社会福祉法
人の使命である﹁社会に貢献す
ること﹂を原点に地域の方々に
信頼され︑望まれるサービスの
実施に取り組んでいきたいと
思っています︒これまでの経験
を生かして︑地域の皆様の生活
に寄与してくことができたらと
考えています︒
本年もみなさまのお力添えを
よろしくお願い申し上げます︒

＊創立記念式典＊

令和2年12月12日に社会福祉法人すかい第 3 5 回創立記念式典が地域交流ホームしらかば苑にて、
12月14日にスクラムあらかわにて行われました。永年勤続表彰では、職員5名と就労支援事業所にて
3 年以上勤務された10名のご利用者様、職員紹介表彰者では 4名に表彰状と記念品、また、長きにわ
たり法人すかいにご尽力いただき 5 月にご逝去なされた松島評議員に感謝状と記念品がそれぞれ神内
理事長より贈呈されました。コロナ禍の中、感染防止対策をしながらの式典となりましたが、マスク
の上からも、ご利用者様の誇らしいお顔が見えるようでした。今後も益々のご活躍を祈念いたします。
また、今回は創立35周年ということもあり、職員全員に就労支援事業所にて作成されました鹿皮の
ストラップが配布されました。
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すかい寮きぬ川新ユニットオープン！！
昨年10月、日光市鬼怒川地区に新しいグループホーム(共同生活援助）ユニット『すいれ
ん（男性7名定員）・あさがお（女性7名定員）』が開寮しました。なでしこ、りんどうに続
くすかい寮きぬ川の新ユニットです。
木造の室内は開放感のある吹き抜けとなっており、天井の窓からは明るく柔らかな光が差
し込みます。二つの棟は、中庭にあるバルコニーでつながれています。全室バリアフリーと
なっていますので、ご利用者様に安心して生活していただけます。
足尾、鬼怒川地区の施設や寮から移動された方、また東京から引っ越しされて来た方な
ど、今まで生活していた地域や環境を離れての新しい生活が始まりました。
3ヶ月を過ごされたご利用者様のチームワークは、バッチリです。就労先へ向かう朝、朝
の弱い人を気にかけ声をかけたり、持ち物に忘れものは無いか確認してあげたり、お互いを
気遣う様子がみられます。

また、就労支援事業所すかいきぬ川では、生活介護事業が始まりました。多機能的な面を
持たせることにより、高齢化や障害の重度化によって日常的に介助が必要な方にも、創作活
動や生産活動を行なっていただけるようになりました。
お一人おひとりに合わせたきめ細かい支援を行っていきたいと思います。

「リモート対応による第三者委員活動」
新型コロナウイルス感染対策として、9/7総務課会議室にてスクラムあらかわ、作業所スカイと
の初めてのリモートによる活動を行っていただきました。モニターを通してでしたが、ご利用者
様とのお話も円滑に進めていただくことができました。毎年第三者委員のお二人が来訪されるの
を待たれているご利用者様もいらっしゃるかと思われますが、今回は
リモート対応となってしまいました。第三者委員のお二人も「直接お
会いしてお話が伺えないのが残念ですね」とのお話でした。その他の
施設におきましても、感染対策を徹底し、活動を行っていただきまし
た。今後も新型コロナウイルスの動向を注視しながら、ご利用者様の
ため、ご尽力いただきたいと思います。
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活動制限中の配慮について
新型コロナウィルスの感染拡大が顕著になった年度替わりの時期に、法人では各事業所の事情を踏まえ、
支援活動上の感染予防対策を統一するために活動制限に対する方針を設けました。項目は6つ、①行事、
②外出等、③活動 (講師派遣の余暇活動等)、④外来者(業者、第三者委員、取引先関係者、宅急便、家族・
行政の面会・調査、訪問散髪、後見人、見学者等)、⑤保護者会行事、⑥実習生受入と、それぞれについて
判断基準を設けて対応いたしました。前年度と大幅に活動が制限される状況の中で、ご利用者の不安や情
緒を考えた小さな取組を数多く企画し実施させていただきました。

ユニットの食事会で、スープから
手作りの本格的ラーメンです。

高齢化により途絶えていた運動会。
二十年ぶりに復活、年齢を忘れて
楽しんでいました。

屋外での大カラオケ大会。強い日差し
に負けず歌声が響いていました。

■職員勉強会■
新型コロナウィルス感染拡大の影響で、外部の研修の殆どが中
止となる中、現場の職員の提案により、今年度から勤務を開始し
たST（言語聴覚士）を加え、感染に十分配慮した上で、内部での
勉強会を定期的に行っています。
皇海荘のご利用者は、重度高齢化が進み、誤嚥や転倒などのリ
スクが日ごとに高くなっています。このような状況の中で、少し
でもご利用者に安全で楽しい食事を提供したいとの職員の想いか
ら講義形式だけでなく、体験形式での勉強会も取り入れていま
す。
勉強会後は、日々の食事に関する評価記録が増え、ユニットご
とに環境の見直しや個別対応を行うなど、職員の食事支援への意識が少しずつ高くなってきていると
感じています。
今後も、誤嚥リスクだけではなく、高齢化に必要な知識を正しく身につけ、全職種でよりよいチーム
支援ができるよう定期的に勉強会を開催していきたいと思っています。

■中庭整備■
皇海荘では、新型コロナウィルス感染の防止の為、行事
や面会、帰省などを中止とし、さらに、外部の余暇活動や
外出などを制限してきました。このような状況の中におい
て、ご利用者に少しでも気分転換をしていただけるよう中
庭を整備しました。
今まで倉庫が並んでいた箇所を整地し、全面に芝を張り
ました。天気の良い日には、簡単な運動をしたり、喫茶を
楽しんだり出来るようになりました。
今年は、台風の影響が少なかった事もあり、中庭から眺
める青空と紅葉は、格別でした。
今後も、ご利用者の方が安心して暮らしていけるように職員全員で考えていきたいと思っています。
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「トピックス」 〜ご利用者様の施設での生活や、作業の様子を写真で
ご紹介させていただきます〜
すかい寮きぬ川

フリーマーケット実施

すかいベーカリー
イベント販売

すかいきぬ川

コロナ禍の中買い物も自由に行けない環境ですが、職員に協
日光アイスバックスのホーム試合で販売を行っています。今年
力して頂きGHご利用者対象にフリーマーケットを開催しました。
は限定新商品で岩下の新生姜とのコラボメニューの日光御養卵
洋服、
ぬいぐるみ等多数の商品が集まり皆さん大変喜ばれ沢山
サンドwith岩下の新生姜、岩下の新生姜マヨソースハムサンドが
買物できました。 ストレス発散(^^♪
たくさんのお客様に好評いただきました。
コロナウイルスの影響でイベント販売も少なくなっていますが、
ビニールシートや消毒などの感染予防を徹底してご利用者様も
一生懸命働いています。

地域の方との交流

１０月１日より新GHを小佐越地区に開設。
早速地域の方々との交流として、足尾の就労すかいで育てた
花々を地域の方々と一緒に植えました。ご利用者も楽しそう
に参加しました。今後も積極的に地域との交流を行っていき
ます。

スクラムあらかわ

ハロウィン

1 0 月のハロウィンに際
して、仮装イベントを行い
ました 。マスクを着用し、
手の消毒を行った上で、各
フロアにお菓子の回収に
行きます。仮装はご本人た
ちでコーディネイトしてい
ます。

クリスマス

種芋袋詰作業

種芋の袋詰め作業を行っています。
20㎏の原料を箱にあけて機械に乗
せ１㎏、３㎏の規格ごとに計量し袋
詰めします。原料が重いため皆さん
協力して作業を行っています。

パン工房
クリスマスシュトレン販売

就労すかい

毎年ご好評をいただい
ている、クリスマスシュト
レンを販売しました。
ドライフルーツやナッツ
等をふんだんに練り込ん
だ、クリスマスを祝うドイ
ツの祭事菓子です。
日が経
つにつれ熟成が進みより
おいしくなります。

12月にクリスマスイベントを行いました。会場は広く設定し、
グループを分けた上で過密にならないよう心掛けました。レク
リエーションとケーキのデコレーションはご利用者に行って頂
き、各々満足した表情を浮かべられました。

12/25、3人のサンタクロースが届けたプレゼントの中身は・・・？？
そうです！！この時期には欠かせないお菓子、
シュトレンです★
かわいくラッピングされたパン工房特製シュトレン、
とてもやさしい
お味となっております(^^)
来年も、
ぜひ楽しみにしていてくださいね♪
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クリスマス会

今年のクリスマスは、
みんなで仮装パーテ
ィーをしながらカラオケ大会や職員による出
し物を見て楽しい時間を過ごしました。

代替え行事

秋の日帰り旅行の代替行事として、手作り
のおやつ会を行いました。テーマパークのよ
うな雰囲気を作るため、バルーンで飾り付け
を行い、職員
が着ぐるみを
着てポップコ
ーンやミニパ
ンケーキを配
りました。
いつもと違
う雰囲気の中、
多くの笑顔が
飛び交ってい
ました。

彩弁当
中華バイキング

コロナ禍の外出制限がか
かっている状況で、何がで
きるか職員全員で知恵を絞
り、食事に力を入れておりま
す。写真のほかに、
すき焼き
やおでん、ラーメンなど土
鍋とカセットコンロを使って
調理しました。ご利用者様
に喜んでいただけるよう工
夫を凝らしたメニューを提
供しています。

手作りマスク

皇海荘

皇海荘の手工芸班では、新型コロナウィルス感染予防の為、
「手作りのマス
ク」
を作成し、作業を行っています。
マスクのデザインや色は、
ご本人の好きな
ものを選んでいただいていますが、
ピンクや明るいデザインのマスクが人気です。
出来上がったマスクは、職員も付けており、
とても好評です。
感染症予防で、今までのような活動が出来ない毎日が続いていますが、手
作りマスクを着用する事で、少しでも明るい雰囲気になればと思います。

焼き芋大会

第二皇海荘

今回行なった焼き芋大会は、利用者様の意見
から実現した行事です。計画書を立てるところか
ら職員と一緒に準備をして、さつまいもを焼いた
り、スイートポテトを作ったりしました。焼き芋や
手作りスイーツは、とても美味しかったと好評で
した。

クリスマスツリー

こもれ び

クリスマスツリーの飾りつけをしました。
いくつになっ
てもクリスマスは、
ウキウキします。今年のプレゼントは
何でしょうね。
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クラブ活動開始！

すかいの郷

すかいの郷では9月より、
月2回クラブ活動を実施しています！
1 か月ごとに手芸クラブ、工作クラブを実施し、これまで多くの入居
者様にご参加いただきました！ 今後も感染対策を行いながらクラブ活
”懐かしの喫茶店” をコンセプトに【純喫茶 ポプラ】
動を継続していく予定です☆
を開催いたしました。
手作りのデザートと飲み物を選んでいただき、普段と
は違う空間で午後のティータイムを楽しんでいただきまし
た♪

純喫茶 ポプラ開店(*ʼωʼ*)♪

絵画クラブ活動
絵画クラブ活動にて、那須の
「Beyond the
canvas」 アート展に公募。神山政子様の作品、
題名「お花と遊ぶ」が見事に優秀賞を受賞いたし
ました。
審査員の中には美術手帳編集長をはじめ著名
人が多く、
その中での受賞は素晴らしい事でした。

伝統工芸藍染め

すかい寮

伝統工芸士「田尾 日出朗」氏の指導により、藍染めを教えて頂きました。
藍の絞り染めを皆で楽しく行いました。思い思いの絵柄に感嘆の声！！藍は
抗菌作用があり、
マスクに最適との事！！マイマスクを作りました。就労支援
事業所とタイアップして、藍染めのマスクを商品化出来る事が私達の夢です。
③このような傷をパテやモルタル
で補修してゆきます。

作業所スカイ

請け負っている仕事の一つ
『プチリフォーム』
について
ご紹介します。

⑤仕上げに塗料をカベ全面に
塗ってゆきます。
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⑦完成です！

②養生が出来上がりました。

④パテを盛ったらサンダー
で表面をつくります。

⑥細かいところも丁寧に︒

①室内の補修と塗装用
に養生をします。

作業所スカイからのお知らせ
作業所スカイはオーラルピースのパートナー事業所として
商品の販売を始めました！
オーラルピースは口腔ケア商品です。
オーラルピースホームページ https://www.oralpeace.com/
商品は10種類以上！きっとお気に入りが見つかります。
forペットも展開！お値段は800円（税抜）〜
これまでにない安全性と臨床効果を追求し、九州大学大学院農学研究院、鹿児島大学大学院医歯学総合
研究科、国立長寿医療研究等との産学連携と、日本発の乳酸菌バイオテクノロジー研究をベースに開発さ
れた天然由来の成分のみで構成される「飲める成分」の口腔ケア製品です。

● こんな方にお勧めです！
①うがいができない患者さん、あかちゃん、ご高齢のかた
②医療・介護の現場やご家族の口腔衛生を保ちたいかた
③化学合成成分が苦手なかた

④キャンプや登山、水のない災害時、防災備蓄品として
⑤ワンちゃん、ねこちゃんの健康を保ちたいかた

● ニュース！！
JAXA（国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構）の国際宇宙ステーション（ISS）への搭載候補品として選定
JAXAホームページ https://iss.jaxa.jp/med/partner/71532̲result.html
（内定）されました。

● 商品を置いていただけるお店を大・大・大募集！！
雑貨店、歯科、ショッピングモール、ドラッグストア、ペットショップ、動物病院などのみなさま、ご連絡お
待ちしております！

社会福祉法人すかい
お問い合わせ、商品のご購入はこちらまで

作業所スカイ

電話 03−3891−7060 FAX03−5604−5520
Mail sagyou-arkw@sukai.jp

マイクロバス寄付のお礼
第二皇海荘に新型のマイクロバス
を導入いたしました。ご利用者の皆
様は新しい車両に大変喜んでいただ
いています。購入に際しまして、第
二皇海荘保護者会よりご寄付を賜り
ました。現在活動に大活躍しており
ます。大変有難うございました。

寄付 相 田 昌 宏 様
温かいお心遣いに
前 波 和 子 様
感謝申し上げます。

金 子 和 幸 様
宮 本 宣 子 様
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