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　この広報誌「ハーモニック」は、ハーモニー高崎ケアセン
ター（高崎市心身障害者デイサービスセンターおよび高崎心
身障害者会館）と高崎身体障害者体育センターの利用者や関
係者の方々に、私たちの活動に関する情報やスタッフの思い
や考えなどを盛り込んだ情報を提供する目的で、季刊誌とし
て発行しています。
　なるべく多くの方々に読んでいただくために、各施設の出
入り口付近や事務所窓口においてありますので、ご自由にお
持ち帰りになってお読みいただければ幸いです。また私たち
の施設や活動をご存じない方々にもご紹介下さい。
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就任のご挨拶

　2020 年 4 月より、高崎市心身障害者デイサービスセンターのセンター長
に就任いたしました福田哲郎と申します。昨年 12 月、縁あって「はんな・
さわらび療育園」に入職をいたしました。障害者施設での勤務は初めてで、
少しずつ園に慣れてきた 4 ヶ月目の異動とあって不安が大きかったのです
が、ご利用者様・職員の方々に温かく迎え入れていただき充実した日々を
過ごすことができております。前職は高齢者施設に勤務しており高齢者の
方の介護や管理業務等を担当していました。デイサービスにも 2 年半程勤
務しておりましたので、その経験を活かし、皆様が楽しく過ごせるデイサー
ビス作りをしていきたいと思います。
　今年は新型コロナウイルスの影響で年度初めから皆様にご不便をお掛けし大変申し訳ありませんでした。今後も
感染対策を徹底し、皆様が安心して利用できるよう努めて参ります。
若輩者といえるような年齢ではございませんが、一から勉強の毎日です。至らない点が多々あるかと思いますが、「初
心忘るべからず」を念頭に皆様にいろいろ教えていただきながら頑張っていきますので、ご指導の程どうぞ宜しく
お願い致します。
                                                                            （高崎市心身障害者デイサービスセンター　センター長　福田哲郎）

施設管理から

2020 年度を迎えて

　新型コロナウイルス感染症関係の混乱の中で新年度を迎え、対策等に追われたりしていて５月号の発行が大幅

に遅れてしまい申し訳ありません。皆様も新型コロナウイルス感染症については不安が収まらず、また不便な生

活を強いられていることと思います。この原稿を書く時点での日本の感染拡大は他の国に比べて最悪というほど

ではありませんが、感染者数の増加や感染年齢層の拡散については大変心配な状況です。

　新型コロナウイルス感染症に関しては決定的治療法が確立しておらず様々な方法で治療を試行的に行っている

状態ですし、ワクチンの普及にはまだまだ時間を要すると考えられます。また感染経路などについては必ずしも

把握できない事例も増えてきており、対策もやや手探りの感をぬぐい切れません。

ハーモニー高崎ケアセンター
総合施設長　花岡 卓二

　ハーモニー高崎ケアセンターで開催されている「バリアフリー教室」については、市の障害福祉課とも相談し、また各教室の講師の方々の了承

を得て、３月に春季の教室は中止とさせていただきました。秋季分の教室開催については、規模等を縮小して開催する予定でいますが、感染状況

によっては再検討を迫られる可能性もあります。

　心身障害者会館（３階）および心身障害者体育センターについても、同様に３月初旬から利用を遠慮していただいていました。ただし、学童保

育の方々については、社会的諸事情を考慮に入れて同体育センターでのご利用を継続していただいていました。長い間利用者の方々にはいろいろ

とご不便な思いをおかけしていましたが、感染予防上の措置でしたのでよろしくご理解をいただきたいと思います。

　感染状況は改善しておらず全く楽観はできませんが、５月下旬の緊急事態宣言解除などを踏まえて、会館と体育センターの利用については感染

予防上の「注意とお願い」文書を作成し、この文書に沿って利用していただける団体については、６月初旬から利用を再開していただいています。

もう少し利用の自粛を継続したいという団体もありますが、そういった場合は当該団体のお考えを尊重しています。

　高崎市デイサービスセンターの利用につきましては、感染予防のために「通所」でのご利用を中止させていただく方向で検討した時期もありま

したが、利用自粛をされる方々を除いては継続的に利用していただいています。この方針決定につきましては、利用者の方々に一時期ご迷惑をお

かけしてしまい申し訳ありませんでした。また、いわゆる「３密」を防ぐために利用中も以前と同じような活動ができない部分や各利用者の距離

をなるべくとるようにしているなどの状況が続いています。

　法人全体としても新型コロナウイルス感染拡大当初から月に２～４回以上会議を開き、新型コロナウイルスの予防対策や利用者の方々や職員に

万一濃厚接触者や感染者が発生した場合の対策を検討するなど鋭意予防の努力を継続しております。

　当センターにつきましては、年度末で荻野センター長が退職し、あらたに福田センター長が就任しました。またリハビリ関係では松沼が定年退

職（非常勤スタッフとして勤務）し、後任に芝間が着任（はんな・さわらび療育からの異動）しました。さらに菊池主任が退職し、猶原主任は契

約職員となったため、以前に当センターでの勤務経験がある久我がサービス管理責任者（主任を兼務）として当センターへの異動となりました。

ハーモニー高崎ケアセンター施設管理課では、中村が年度末で退職となり、後任に新井が就任しました。まだ十分に慣れないためにご迷惑をおか

けすることがあるかもしれませんが、なにとぞよろしくお願いいたします。また同じく施設管理課の黒田が４月末で退職となり、後任には黒田（同

姓）が就任いたしました。

　人事異動が例年になく多く、何かとご心配やご迷惑をおかけしますが、なにとぞよろしくご理解とご協力をお願いいたします。

　さて、（社福）榛桐会の状況についてお話をしますと、かねがね本体である「はんな・さわらび療育」の移転計画についてお知らせ

してきましたが、施設自体の最終設計案が煮詰まっており、次のもっと具体的なステップに順調に進んでいます。なお、移転後は、入

所定員が 105 床と短期入所用が 15 床となる予定です。

　また、ISO9001 については、３月に資格認証を取得し、これからは ISO9001 に沿った事業運営を定着させる段階になっていますが、

業務にかかわるマニュアルはなお検討を重ねて改訂をしています。利用者の方々にこれまでより少しでも良い支援ができるよう、また

働きやすい職場になるよう努めてゆきますので、なにとぞよろしくご協力ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ハーモニー高崎ケアセンター総合施設長　花岡卓二）

曜日 　　日時 期間 回数 費用 会場 定員 講師 準備品 備考

19:00～20:30 9月～11月 9 1,000円 体育センター 30 堀米 喜美子 　ラケット・シューズ・タオル

（市バトミントン協会） 　運動が出来る服装

13:30～16:00 9月～12月 4 1,000円 障害者会館 20 赤石 正勝 タンゴ・ルンバ・ブルース等リズムに乗って爽やか
（赤石ダンススクール）   に踊ってみませんか

13:30～15:00 9月～11月 9 月1,000円 障害者会館 40 武田 鳳泉 　書道用具一式 筆に自信のある方、ない方を問わず、やさしく
（群馬県書道協会） 　半紙・墨汁は不要   指導が受けられます

19:00～20:30 9月～11月 9 月1,000円 障害者会館 20 須藤 若葉 詩吟で心肺機能を向上させ清吟流の上位を
（清吟流）   目指したらいかがですか

10:30～11:30 9月～11月 9 3,500円 障害者会館 20組 長野 ともえ 　バスタオル・タオル
手遊び、唄遊び、マッサージなどと産後のリカバリー体操をします

（日本マタニテイビクス協会認定インストラクター）
　シューズ・動きやすい服装

＊募集対象　開講時に生後４か月～１歳未満のベビーとお母さん

13:30～15:30 9月～11月 6 月3,000円 障害者会館 15 福島 位枝 　　エプロン 心の癒しと創造力,思考力を高めよう
（陶芸家） 　　タオル          個性豊かな作品を…

10:00～11:30 9月～11月 9  1,000円 障害者会館 15 畑村　誠一 点字を習い、目の不自由な方をバックアップし
（高崎点訳奉仕会　会長） 　筆記用具 　　　コミュニケーションを図ろう

10:00～15:00 9月 5 1,000円 障害者会館 5 岡部 俊雄 　配布資料 年賀状の作り方・写真の取り込み方等を
（あいてぃ塾ぐんま） 　筆記用具       楽しく学習します

13：00～14：00 9月～11月 9 3,500円 体育センター 30 長野 ともえ 　ヨガマット・タオル 伝統的な呼吸法から基本的なポーズで

　　　　　　　　　　　(ＡＦＡＡ認定インストラクター) 　動きやすい服装        ストレス解消や健康増進を目的とする

13:30～15:30 9月～11月 6 3,000円 障害者会館 10 田村　純子 　白い靴下 点前作法をはじめ、お茶の心や楽しさを学ぶ

　　　　　　　　　(表千家　教授)    基本的な作法を身につけましょう
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ハーモニー社交ダンス 日 　ダンスシューズ
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センター職員の声です！

Yさんの描く似顔絵

　ご利用者様の Y さんは似顔絵を描く事が得意です。ご自分の左手でペンを持った職員の右手を握り、まっさらな紙
に一緒に線を描きます。輪郭、髪型、目鼻や耳などの順に描き進め仕上げていきます。
　Y さんの描く似顔絵はその人その人の特徴をよくとらえていて本当によく出来ています。髪型、髪色、肌の色、男
性なら髭の濃さ等…そして驚くのは、その人の人柄までも伝わるような似顔絵が出来上がります。
それは日頃から Y さんが描く人との人間関係の中から相手に対してご自分が感じ得た事をすり合わせて一枚の絵に仕
上げているからだと感じます。何気ないやり取り、関わって共有した時間、日常の介護や看護の関わり方。センター
で過ごす時間を通して、Y さんがどれだけよく相手や周囲を見ていたかが分かります。
　一緒に活動として似顔絵を描く時、いつも考えさせられます。私は Y さんの様に対象者の方を見つめられているの
かと。目の前の相手の方の向こう側まで見えているのかなと。Y さんの姿を重ねながら、私も端的にその場その場だ
けではなく、その人の全体像が他の方にも伝えられる様なとらえ方が出来る様になりたいなと思いました。

（介護福祉士　須田真由美）

　寒さも残っていますが桜の蕾も膨らみ少しずつ春を感じられるようになって来ました。
年明けからあちらこちらで新型コロナウィルスの感染が報じられ、先月下旬より全国一斉に学校が休校となったりと、
コロナウィルスの感染力は計り知れなく、不安が絶えない生活になってしまっています。去年の今頃は…などと思い
返すことも多くなっているのかな？と思います。
　そんな高崎でデイの去年の今頃は散歩に出掛けたり、桜の装飾を作成したり、楽しく皆さんと触れ合って居たなあ
と…。そして、この時期には毎年群馬県高崎市内の障害者団体でつくる市心身障害者等連絡協議会（深沢アサ子会長）
主催の「みんなの作品展」という催しが高崎シティギャラリーで開催されています。その作品展に高崎デイを利用し
ている利用者様もデイの活動で作成したものや自宅で作成した物を作品として出品している方もいらっしゃる中で、
今年は高崎デイの利用者様Ｙ様の作品を出品しませんか？とお声掛けして頂きＹ様も出品に同意して下さったので、
３/ ８～１１日まで高崎シティギャラリーで開催されたみんなの作品展に出品させていただきました。今年は７団体に
よる絵画や工芸品等２００点が出品されました。
　Ｙさまの作品は細やかで立体的に作られています。懐かしのアニメキャラクターからジブリ作品、最近のアニメキャ
ラクター、時には職員からのリクエストにも応えて下さり、とても素敵な作品が出来上がっています。今までは事務
室前にたくさん飾ってありました。作品展から戻ってきた作品はハーモニー１階のホールのひな壇に飾らせていただ
いています。ハーモニーにいらした際にはぜひ見てください。　　　　　　　　　　　　　（介護福祉士　青木加代）

※この原稿は 4 月初旬に書かれたものですが、発行が遅れたため、旧聞に属する内容となってしまいました。申し訳
ございません。

　新型コロナウイルスが猛威を振るっている今日この頃、皆さんいかがお過ごしでしょうか。群馬県の緊急事態宣言は
解除になりましたが、第 2 波、第３波が来るのではないかと不安な日々を過ごしています。
そんな中でも、できる限り皆さんのお役に立ちたいとデイの職員は頑張っています。消毒の実施や、入浴・食事・送迎
の工夫など…試行錯誤ですが職員間で話し合い、その時々でできる最善の策をひねり出しています。
　そこで皆さんにお願いがあります。熱中症の懸念がありますが、着用できる方はマスクの着用をお願い致します。ご
自身やご家族を守るとともに、その他の利用者様、その先のご家族、ひいては社会全体を守ることになります。新しい
生活様式を取り入れ、お互いに少しずつ気を遣いながら、共に頑張っていきましょう。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（看護師　海老澤暢子）

日々増えていく素敵な作品

　センターご利用の皆様はほとんどの方が在宅で過ごされ、年齢も十代から還暦を過ぎた方まで様々です。センターを
利用される目的も異なりますが生活していく中で一番のご心配や不安は今後ご自分の体がどうなっていくのか（良く
なっていくのか、現状を維持できるのか、制限されていくのか）、それによって自分の将来の生活がどうなっていくの
だろうかということだと思います。これは本人・家族のご希望、現在の動作の自由さの程度、中枢性（脳脊髄）か、障
害の部位、年齢、ご家族の状況などにより改善・現状維持ができたり制限が生じたりしてきます。
　リハビリを実施するうえで以上の点を踏まえ、ご相談に応じて目標と訓練メニューを設定しています。
センターご利用の頻度が週一度であっても週五日であっても、ご自分の体の機能を維持するために共通していることが
あります。それは自動であれ他動であれ動かせる部分は毎日動かさないと機能を維持・改善できないということ。それ
は訓練をするということだけではなく日常生活の中で必要に応じて動かす必要があるということです。意識して使う必
要がある場合は自主トレーニングが必要になってきます。これを生涯継続して行っていきます。健康な人でも動かない
と低下してくるのと全く同じです。ご自分で行っていることに問題ないのか、改善しているのか間違った方向に向かっ
ているのか、動かす時の注意点は何かなどをご自分で判断するのは難しいことです。リハビリ職が配置されているのは
そのためです。
　現在だけでなく五年、十年先も安楽で快適な生活を維持するための生活介護の一部としてリハビリがあります。利用
者の方々が少しでも日常生活が改善できるようになること、特に次のステップに移行できる可能性のある方々には少し
でもその準備のお手伝いできればと思います。センターは病院と異なりますので、時間的にもスタッフ数でも病院と全
く同じことはできませんが今後も職員全体で努力していきたいと思っています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   （理学療法士　松沼文男）

生活介護としてのリハビリ

新型コロナウイルス


