
　 

多機能型通所支援事業所STELLAス テ ラ

　今年は、 プランターでの野菜作りを始めました。

　6月に茄子 ・ ミニトマト ・ ピーマンの苗を植え、 利用者様と毎日水やりを行いました。 9月には沢山の野菜が実り、 収穫して皆でおい

しくいただきました。 また収穫した野菜は、 食育レストラン 「晴れのひ」 でも活用していただきました。

　これからも季節に応じた遊びや、 製作、 行事など、 利用者様一人一人に合ったたくさんの活動を検討していきます。 今まで以上に、

利用者様のたくさんの笑顔が見られる様に、 スタッフ一同支援させていただきます。

営　業　日

営業時間

T　　E　　L

： 月 ・ 火 ・ 水 ・ 金 ・ 土曜日

： 9:00 ～ 18:00

： 027-361-1188 （代表）
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全体スケジュール 

ＣｏｏＣｏｏ（くぅくぅ） 

ゴスペル、Ｊポップ、オリジナル 
ソングとジャンルにとらわれず歌う 
ヴォーカルグループ。 
コンサート、イベント出演、ブライ 
ダル、教育、福祉方面でも積極的に 
活動中。 
ＣＤ「いっしょ」も好評発売中。 
メンバー随時募集中♪ 

チーム結成して20年になります。 
高崎・前橋を中心にイベント参加、 
ボランティアで老人ホームへも
伺っています。ハワイの先生より
レッスンを受け、ハワイの方々か
らのサポートへの恩返しは、美し
いフラをオハナ（家族）であるメ
ンバーと踊ることです。 

ＮāLeiLehuaIkapoli 

Ｏｎｅ ｈｕｎｄｒｅｄＳ 

（ワン ハンドレッズ） 

男女ツインヴォーカル。 
ギター１本（時々鍵盤ハーモニカ）
で歌いたい歌、届けたい歌を一部 
手話を交えて、お届けしています。 

高崎ボッチャクラブ 

ボッチャ競技を通じ、障害の有無や 
年齢に関係なくボッチャ競技をした 
い方が集い、誰もが楽しく軽スポー
ツができる社会を創ることを目的に
活動しています。また体験会などに
て普及活動も行っています。 

（ナーレイ・レフア・イ・カ・ポリ） 

ステージスケジュール 

・ステージイベント   10：00～15：00 
・ゲームコーナー   10：00～15：00 
・スタンプラリー   10：00～15：00 
・屋台コーナー     11：00～14：00 
・ボッチャ体験会   12：30～14：00 
・無料相談コーナー 適宜実施 

10：00 浜サポ秋祭りオープニング 
      セレモニー 
10：15 浜人音楽祭開演 
      「One hundredS」 
11：30 「NāLeiLehuaIKapoli」 
14：00 「CooCoo」 
14：30 スペシャルコラボステージ 
       グランドフィナーレ 
 

！ 

11月10 日（日）  開催 
AM10:00〜PM3:00 と き 

ところ 

スタンプ
ラリー 

ゲーム  
コーナー 

ステージイベント ボッチャ体験 

射的・ヨーヨー釣り  

景品もあるよ  

浜川こどもとおとなサポートセンター 

「何の施設だろう？」
の声に応え、楽しく分
りやすく施設を紹介し

ます  

フラダンス・ゴスペル・ポップス 
など 

２０２０年東京パラリンピックでも 
正式種目となっているヨーロッパ生 
まれの障がい者スポーツを是非体験

してください 

浜サポ秋祭り 
屋台 

コーナー 
カレー・焼きそば・フラ
ンクフルト・豚汁・飲み
物を用意してお待ちして

います 
※数に限りがあります 

無料相談 
コーナー 

障がい児者の歯科や健康
相談等について専門職が

応対します。 
※時間を限定し実施 

高崎市大八木町168 -1 

（浜川運動公園東入口横） 

ＴＥＬ 027-361-1188 

（ＡＭ9：30 開場、受付開始） 

♪浜人音楽祭♪ 

　昨年の6月1日に開所させていただきました浜川こどもとおとなサポートセンターは、利用者様、ご家族様、地域の皆様および

各関係機関の皆様のお力添えをいただきながら、１周年を迎えることができました。その感謝の意を表しまして、11月10日に「浜

サポ秋祭り」を開催する運びとなりました。ぜひ皆様お誘い合わせの上、お越しくださいますよう、よろしくお願いいたします。

　
　

訪問看護事業所LUNAル ナ

　今号では、当事業所開設当初からご利用いただいている女児の利用者様のご家族へのインタビューをご紹介させていただきます。 「小

児の訪問看護って何をするの？」、 「どういった利用方法があるの？？」、 「家に人が入るのは抵抗が…。」、 「小児の訪問看護はちょっと

苦手…。」 等色々なご意見を耳にします。 実際にご利用されている方からの声をご紹介することで、 小児の訪問看護をご利用しやす

いサービスとなり、 また本誌をお読みになられている方々など様々な方々に知っていただければ幸いです。

営　業　日

営業時間

T　　E　　L

： 月 ～ 金曜日

： 9:00 ～ 18:00

： 027-361-1182 （直通）

Ｑ1.　訪問看護をご利用されてどのような感想をお持ちでしょうか？

Ａ.　 ・ やはり訪問看護は心強い、 頼もしい。 私自身、 訪問看護を行った経験があり、 その時から思っていたのですが、　成人の訪問以外にも、 こんな風な関

　　　　わり方があるんだなと感じます。  (小児独特の楽しさや難しさ）

　　 ・ 気管切開をした我が子の、 成長過程や注意する事、 起こり得るリスク等、 経験を踏まえ、 先を見据えたアドバイスをもらい、 こうすればいいんだととても

　　　　安心したのをよく覚えています。 特に訪問看護を始めていただいた当初は、 カニューレ周囲のケアの仕方 （ベッドやホルダーを一人で交換する事） を

　　　　教わり、 自分でやってみようと思え、 出来るようになり、 今の生活が成り立っています （週末や就寝前の交換）。 本当に心強かったです。 また、 最初は

　　　　小さな失敗も大失敗に感じ、 自分を責めていましたが、 看護師さんに伝え、 大丈夫よとフォローしてもらえると、 とても心が軽くなりました。 娘のいる生活

　　　　のリズムが作れたのは、 本当にルナさんのお陰だと思います。

　　 ・ 退院直後は不安も多かったですが、 自分達だけで頑張らなくていいんだと、 何かあったら頼れる人がいるんだという安心感が、 何よりも在宅生活を元気

　　　　に楽しく続けるパワーの源になると思います。

　　 ・ 娘や息子の成長を家族以外の方にこんなにも見てもらえて、 成長の様子を共有し、 喜んだり驚いたり、 楽しめるのは、 とてもありがたいし、 幸せな事だと

　　　　思います。

　　 ・ 頻度は減り、 慣れましたが、 やはり体調を崩した際には、 どうしようと、 また入院かと少なからずうろたえますが、 状態を踏まえた冷静な判断と励ましを

　　　　もらえると、 大丈夫だと、 自信を取り戻したり、 頑張るパワーをもらえます。

Ｑ2.　ご本人だけではなく、 お母様はもちろん、 ご家族のケアが必要と思いケアをしましたが感想をお聞かせください。

Ａ.　我が家の場合、 訪問看護の利用目的の一つが、 息子の保育園送迎時のお留守番をしていただくことでした。 退院当初は主人や祖父母など家族に協力を

　　　依頼していましたが、 途中から週５回、 送迎の時間に合わせ、 朝夕の訪問をお願いしたことで、 家族の負担は随分と軽減出来ました。 我慢をさせてしまう

　　　ことの多い息子の送迎に専念出来たことで、有意義で、大切な時間を過ごせています。 また、息子がサポー

　　　トをしてもらっているのは妹だけではないと感じているようで、 ありがたく思います。 医療的ケアが必要となる

　　　と、 外出時には多くの物品が必要で、 時間的な制約も多いです。 また感染リスクを考えると、 積極的に連

　　　れ出すことに抵抗感もあり、娘との長時間の外出は困難でした。家族の急な体調不良や役所での手続き等、

　　　時間を要する場合、 事前に相談することで長時間の訪問看護をしていただき、 これらの負担や不安がなく

　　　なった為、 とてもありがたく、 心強く感じます。 また息子の保育園行事への参加や、 一人 ・ 夫婦 ・ 親子の

　　　時間を作る際にも有効活用させてもらっています。 訪問回数が多いからこそ、娘自身・家族・スタッフの方々

　　　共、 安心出来るのかなと感じます。

　 
居宅介護事業所AQUAア ク ア

営　業　日

営業時間

T　　E　　L

： 月 ～ 金曜日

： 9:00 ～ 18:00

： 027-361-1182 （直通）

　7月より共生型訪問介護として、介護保険の利用者様も利用できるようになりました。 身体介護や家事援助、移動支援、通院介助等、

ご本人やご家族が安心して在宅生活が送れるよう支援させていただいています。 毎日の在宅生活に少しでも安心と笑顔が増えるよう

日々努力しています。 これからも、 頑張りますので、 よろしくお願いいたします。



　 
相談支援事業所

さわらび療育園相談支援センター

　 

　種々の障害のある方は、歯やお口の問題でお困りではないでしょうか。 当クリニックは一般的な外来診療から日帰り全身麻酔法まであり、

患者様の状態を考慮しながら最適な方法で行っております。

どのような人たちを診るのですか？　⇒近所の歯科医院では、 なんらかの理由で、 上手に安全に診療を受けられない人たちが対象です。

　 ・ 待合室や診療室で騒いだり動きまわって迷惑をかけるので、 近所の歯医者さんには行きづらい。  

　 ・ 知的な遅れや自閉症などのために、 歯の大切さが理解できない人、 歯の痛みを訴えられない人、 治療の必要性が理解できずに

　　 上手に協力的に受診できない人。

　 ・ 身体の不自由や緊張から、 治療を受ける姿勢をとるのが困難な人。

　 ・ てんかんや高血圧症や糖尿病などの病気や内服しているお薬のため、 安全に受診できない人。

　 ・ ムセや口に治療器具などが入ると嘔吐してしまったり、 歯科診療に極度の恐怖感をいだき受診できない人。

どのような配慮をしてくれるのですか？

　 ・ 患者様、 それぞれの障害を理解し、 保護者や介護者の方たちと十分な相互理解のもとに診療を行います。

　 ・ 知的な遅れのある人には、 診療室、 スタッフ、 器具に慣れてもらいながら簡単な治療からすすめます。

　 ・ 治療の順番を伝える絵カードや視覚支援カードなどを用いて説明し、 見通しを立てます。

　・治療中の姿勢を保つためにクッションなどを利用したり、 安全に配慮し身体が不意に動き出さないようなコントロールを行ったりします。

　 ・ 点滴注射と安定剤などを利用して、 ウトウトしたリラックスした状態で治療を行います。

　 ・ 全身麻酔を利用し、 痛みを感じずに集中的に治療

　　 を行います。

　 ・ 歯みがきの順番カードを利用しての歯みがき指導

　　 や、ご自身では磨ききれない部分の　クリーニング、

　　 口腔のケアを行います。

さわらび歯科クリニック
障害児者

～　相談支援専門員のある1日　～　

「相談支援って何するところ？」、 「どんなお仕事しているの？」 そんな疑問にお答えするべく、 今回はある1日のお仕事をご紹介します。

営　業　日

営業時間

T　　E　　L

： 月 ～ 金曜日

： 9:00 ～ 18:00

： 027-364-1178 （直通）

営　業　日

診療時間

T　　E　　L

： 月 ・ 火 ・ 金 ・ 土曜日

： 9:00 ～ 18:00

： 027-361-1188 （代表）

　 

　 

営　業　日／

営業時間

T　　E　　L

： ・ 小学生コース　【月 ・ 金曜】

　　　　16 ： 30 ～ 18 ： 00

　 ・ 中学生コース　【第2 ・ 4土曜】

　　　　15 ： 45 ～ 17 ： 45

： 027-361-1188 （代表）

営　業　日

営業時間

T　　E　　L

： 毎月第2 ・ 3 ・ 4水曜日

： 16:00 ～ 19:00

： 027-361-1188 （代表）

　発達障害児の方々へ学習支援が必要になるのは、 なぜなのでしょうか。

　発達障害児支援を考えたときには、 発達障害が引き起こす二次的な問題や二次障害についての理解が重要です。

発達障害が原因で社会生活上の失敗体験が重なることで自己肯定感が低下します。 また、 周囲の関わり方が不適切な場合はさらにネ

ガティブな反応を強化します。 周囲の理解がなければ悪循環をくりかえすことになり、 意欲や自尊心、 自己肯定感を失っていくなかで、

障害由来の失敗体験がさらに積み重なり、 二次的な問題や二次障害に発展します。 学習場面で考えると、 発達障害由来の学習困難な

状況に対し、 不適切な指導介入を行うと、 学力の獲得は困難となります。 学力低下は進路の選択肢を限定してしまい、 社会生活上の

失敗体験の一つとなり、 自尊心の低下も招きます。 自尊心の低下は社会不適応やその他の二次障害を招くことになります。

　「うららか」 では、 こどもたちが学習しやすいような環境作りをし、 支援者や保護者へ適切な関わり方を助言し、 こどもたち自身が適

切な学習方法を習得できるような指導を通じて学力獲得を促します。 二次障害や二次的な問題は周囲の対応が引きおこしている後天

的な問題であり、 予防が可能です。 私たちは、 学習支援を行うことで二次障害などを予防する役割も担い、 子どもたちの可能性を開く

力になりたいと考えています。

　食育レストラン「晴れのひ」は、寄付をしてくださる皆様のおかげで運営しております。いつもご協力いただき、大変ありがとうございます。

今回は、度々寄付してくださる団体の一つ、群馬県立農林大学校様からお野菜とお花をいただきましたので、ご紹介させていただきます。

　農林大学校様は、 農林業のスペシャリストを養成する学校で、 とても広い敷地で様々な動植物を育てています。 実際に、 販売用のお

花を育てているところを見学させていただきましたが、 中には様々な理由で売り物にならないものもあるそうです。 素人からみたら、 ど

れもきれいに咲いているように見えますが、 今回は、 そのお花をいただけることになりました。

　レストランに少し花があるだけで、 とても良い雰囲気になります。 食品をいただけるのももちろんありがたいですが、 お花もまた違った

良さがありますね。

発達障害児学習支援教室

うららか

食育レストラン

晴れのひ

9:00　出勤 ・ 掃除 ・ ミーティング　

スタッフ3名で今日のスケジュールの確認をします。
9:30　新規の電話相談に対応。 身体に障害のある

A様です。 「家に来て相談にのって欲しい。」 とのこ

とで、 訪問日をお約束します。

10:30　以前からのお約束通り、 B様が利用を希望

する就労支援事業所の見学に同行しました。

12:00　事務所に戻ってランチタイム。

13:00　書類作成。 B様のケアプランを作成します。

その間に市役所やヘルパー事業所に電話しました。 15:00　○○小学校でC様のサービス担当者会議を

開催。 発達障害のあるC様の支援について、ご家族・

学校 ・ 通っている放課後等デイサービス事業所が集

まり、 情報を共有しました。
16:30　市役所に寄って、 書類

を提出。
17:00　事務所に戻るとデスクに不在中の電話連絡のメモが…。

H病院の連携室に折り返しの連絡を入れます。 会議録の作成、 ケース

記録や業務日誌を入力します。 明日の業務の確認と準備をし、 今日

のお仕事終了です。

二次的な問題

不登校 ・ ひきこもり
いじめ ・ 問題行動
対人関係の困難さ

二次障害

反抗挑発症
反応性アタッチメント障害

適応障害
パーソナリティー障害

発達障害
（一次障害）

不適切な関わり
成功体験の少なさ
自己肯定感の低下


