
   

（１） 慈照園だより  令和 3 年 1 月 1 日発行 

 

 地域を支え、支えられる施設をめざして 

 社会福祉法人 遠州仏教積善会 
会 長   左右田 泰丈 

 

 新年明けましておめでとうございます。つつがなく新年を迎えるこ

とが出来ました。本年もよろしくお願い申し上げます。 
 さて、昨年１年間は、ウイルス対応に振り回されました。インフル
エンザ、新型コロナ。感染症予防の大切さをみんなが認識しました。
４月、外出自粛が言われ、明るいニュースが少ない中、こうした鬱々
とした思いを「大仏」に託そうと呼び掛けている方と出会いました。
歴史的に見て、現存する大仏は、伝染病が流行り、国家が不安におそ

われた時に、国家の安寧を祈念して作られたものが多いそうです。その思いを、コロナウイ
ルスに悩む現代にもあてはめて、大仏を建立しようという取り組みです。その胎内仏となる
仏様に思いを込める、全国を回るキャラバンが 10 月に浜松の私のお寺に来ました。なかな
か外出ができなかった慈照園の利用者も、遠足気分で私のお寺を訪れ、辛い思いを紙に書き、
仏様に貼り付けていました。キャラバンは今も、今年の建立を目指し、全国を回っています。 
 当法人でも、普段の感染症予防対策に取り組むと共に、感染者が出た場合を想定した研修

や訓練を行っています。 
また、社会福祉充実計画の一環として、令和２年度から３年度にかけて、慈照園園舎の増

改築を計画しています。平成５年に竣工して早２７年余り、設備の老朽化や利用者像・生活
様式等の変化、通所事業、職員増員に対応して、居室、浴場、トイレ、医務室、静養室、事
務室、介護職員室など大規模な修繕と増改築をします。 
 これからも、地域を支え、支えられる救護施設として、サービス向上に取り組んでまいり
ます。工事の際には、近隣の皆様にもご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いいたします。 
 皆さま方のご健康とご多幸をお祈りします。 

毎年秋に実施されていた、
緑ヶ丘幼稚園交流会も新型
コロナの影響で中止になり
ました。お遊戯や歌の交流
が予定されていましたが、
三密を防げないため、苦渋
の決断となりました。その
後、緑ヶ丘幼稚園から、手作
りのペンダント50人分を頂
き、一人一人に配られまし

た。みんなのコロナで暗い
気持ちが明るくなりました。 

慈照園担当者も「何か記

念になるような品物を贈りたい」と検討した結果、利用者の
気持ちを動画で撮影し、E メールで園児達にプレゼントする
事にしました。僅か数分の動画でも、園児たちが食い入るよ
うに観ていたと報告を頂いています。「来年は、みんなで交
流しよう！」慈照園全員が願っています。 
 
 
 
 
 

 
 
手作りペンダントを届けてくれました      後日、笑顔の記念撮影
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デイ利用者と居宅訓練利用者が毎月、料

理クラブを行っています。慈照園退園後、急

激に体重増加する方や糖尿病になる方もい

るため、栄養指導も兼ねて実施しています。 

献立から自分たちで計画し、買い物もメン

バーのみで行きます。火を使う事に慣れてい

ないメンバーも多いためコンロを使わず、電

子レンジや炊飯器を使う調理方法を基本とし

ています。 

開始当初は「僕はコンビニ弁当でいいか

ら・・」と消極的な意見も聞かれましたが、実

際にやってみると、「炊飯器でカレーができる

なら、家でもやってみようかな」、「みんなで作

ると楽しいね」と前向きな意見も聞かれるよう

になりました。 

 

 

  

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
炊飯器に具材を入れて待つだけ 

 

 

 

 

 

 

Ｈ27退園の板川嘉治重さんと、Ｈ29退園の板川宗子（旧姓杉本）さんから 

結婚の報告が届きました。（写真は市内のカメラスタジオで撮影） 

入所中は挨拶をする程度の仲でしたが、同じ職場（就労継続支援Ｂ型作業 

所）で働くようになり、意気投合。すぐにお付き合いが始まりました。2人とも慈 

照園の訪問サービスを利用中で、「結婚後の収支はどうなりますか？」、「利 

用できるサービスは無いですか？」等、相談を受けていました。 

「挙式もハネムーンもしませんが、一緒にいるだけで幸せ。 

結婚を許してくれた家族に感謝しています。」と二人が話し    

てくれました。末永くお幸せに。 

デイ・居宅訓練者料理クラブ 

～誰でもできる簡単な調理法を～ 

 

 

赤い羽根福祉基金助成事業「救護施設における精神障害者の地域移行と

自立生活の継続支援に向けた事業」報告 

 

 

令和 2年 10月 28日 訪問看護ステーション

住吉所長 山口美津子さんを講師にお願いし、地

域で暮らすためのお役立ち講座を開催しまた。

 

地域で暮らすためのお役立ち講座 

～健康で元気にくらすためには～ 

浜松市福祉交流センター21 会議室に 26 人の

参加者が集まり、講義を受けました(施設外の

利用者含む)  

講師より「慈照園の退所者は、救護施設独

自の通所や訪問事業を受けられる。そのつな

がりでいつでも相談できる事、またお薬をしっ

かり服用できることが大切」とお話しがありまし

た。 

参加者の一人Ｍさんより、「訪問看護の内

容が色々あることに驚いた、まずは相談が大

事ですね」と感想が聞かれました。 

これらの 2事業は「赤い羽根福祉基金」を利用し、運営しています。 

コロナ禍に吉報届く 慈照園退園者同士の結婚💛 
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8月 1日 慈照園カラオケ大会  

稲垣香央里さんが「おんなの夜汽車」を熱唱し優

勝、余興では軽音楽クラブのボーカルも務めまし

た。（写真中央） 

 
10月 17日 障害者スポーツ体験教室 

静岡県障害者スポーツ協会の指導を受けて、フ

ライングディスクやボッチャの体験をしました。「的

にディスクが吸い込まれるみたい」 

 
10月 5日 「コロナ大仏造立」に参加してきまし

た。「新型コロナに負けてたまるか！」お札を大仏

に貼り付け、不安や怒りを浄化することができまし

た。（浜松市中区東伊場の瑞生寺にて） 

 
11月 13日 テーブルマナー講座 

テーブルマナーを学習。「オレ、コース料理なん

て初めてだよ」 （浜名湖リゾート＆スパ ＴＨＥ   

ＯＣＥＡＮ 浜松市西区弁天島にて） 

ご家族の方

へ 
 

  面会につ

きましては、

新型コロナウ

イルス感染拡大もあり、極力お控え頂いていま

す。そこで、「LINE」や「ZOOM」を利用したリモー

ト面会ができるように、環境を整えました。 

平日 16：.00～17：00  土日 14：00～15：00の

間で 1回 20分程度、予約制となっています。ま

ずは TEL053-452-3069までご連絡ください。 

新入職員の紹介 
    

名前 

戸塚佐知子 

趣味 

買い物、食べる事 

担当クラブ 

茶道、生け花 

 

慈照園で頑張りたい事 

 利用者との会話を大事にし

ています。気軽に話しかけてもらえる職員になりたい

です。 

 

慈照園  日々の暮らし 令和２年下半期 
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 「未来を照らす」    

 
浜松市立西小学校長    加藤 志緒里     

 

 ある晴れた日の朝。六年生を筆頭に色とりど

りのリボンで多くの子供がつながり、登校して

くる子供に「おはようございます。」と声を掛

けていました。これは三密を避けるという新し

い生活様式の中で、挨拶運動の灯だけはどうし

ても消したくないと考えた六年生が生み出した

方法でした。一定の距離を保って並べるよう、

子供同士がリボンでつながったのです。 

 昇降口まで長く長くつながった子供たちの姿

は、このコロナ禍に灯った希望の光のようでし

た。休校を強いられ、例年通りの活動ができな

いという厳しい状況の中にある子供たち。しか

し、自分たちが大切だと思うことは何としても

やるのだという強い意志で方策を考えたのでし

た。それがこうした人のつながりとあいさつの

響きを伴う美しい挨拶運動を生み出したのす。 

 子供は未来の担い手です。ど 

んな状況であれ、願いを実現さ 

せるこの強さは、地域の未来を 

照らすことになるだろうと心強 

く思っています。  

 

こだま 

 

【寄付】   あ り が と う                                    

麦茶            匿名様 

介護用品        川瀬りさ様 

男性衣類          匿名様 

手作り品      緑ヶ丘幼稚園様 

壁掛時計    東海防災株式会社様 

さつまいも       河合崇浩様 

活命茶         徳田 功様 

みかん           匿名様 

柿         三ツ矢ミホ子様         

金一封           匿名様 

金一封 浜松市中区西部地区民生委員

児童委員協議会様 

書籍           瑞生寺様 

CD 一般社団法人日本レコード協会様 

消毒液   株式会社ホームビルド様 

【同行支援ボランティア】  

           稲垣久美子様 

お世話になっています 

【ボランティア】 

生け花・茶道クラブ    左右田慧子様 

将棋クラブ        間渕 秀明様 

絵手紙クラブ       鈴木八重子様 

              飯田偉久子様 

書道・ペン習字クラブ   松原 正英様 

ヨーガクラブ       山内亜紀子様 

健康体操・外出支援    稲垣久美子様 

詩吟クラブ       三ツ矢ミホ子様 

音楽クラブ        木村 裕子様 

       村上 忠男様 

アニマルセラピー    （N）日本アニマル

セラピー協会浜松本部様 

 【お知らせ】 

毎月 18日に実施している観音様供養は、新型コ

ロナ感染予防ため利用者のみで行い、当面の間一

般公開は中止しております。ご了承ください。 

 

所属

男性 利用者

男性 利用者

　　 匿名

　 地域住民

男性 利用者

女性 利用者

男性 利用者

　【苦情解決状況】　　令和2年 7月～令和２年12月

内　　容 てんまつ

　無断外出が何度もみられる。生活環境が変わり、実家に戻りたくな
る。園内生活に自信が持てていない。第三者委員の方に話を聴いて
もらうことで安定に繋げる機会とした。

　生活相談会にて話を聴いていただいた。2度目となり、同じ第三者委員との相談
会となった。本人に長所を伝え、助言をいただいた。本人からも前向きな発言が
あった。

　利用者から職員の指導の発言が納得できないので相談したいと投
書があった。

　苦情受付担当者が投書箱を確認。苦情解決責任者の園長へ報告。園長、担当
指導員、担当介護職員へ確認し、苦情受付担当者が申出人と面談した。職員が
伝えた内容を誤解されているところがあり、説明し理解された。

　コロナ禍で、移動図書館が来園できないため、早く本を読みたい、
本を園で購入するか、自分のお金で買いにいきたい。

　苦情受付担当者が投書箱を確認。苦情解決責任者の園長に報告。図書館へ確
認すると、来月は、来園するとのこと。自動車文庫担当職員から利用者に伝えた。

12／10現在 希望要望：１件、生活について：４件、職員対応：1件、苦情：１件（７件解決）    

　朝、裏の住民の方が来園され、苦情を受けた。弊施設3階研修室
からテレビの大きな音が夜遅くまで、朝は早くから聞こえる。非常識
ではないかと苦情を受けた。

　研修室を利用していた利用者に、道路側の窓を開けないこと、テレビの音量を下
げることを伝え、職員全体にも周知した。その後、他の部屋に移動した。

　体調の不良を訴えることが多かったが、最近は訴えもなく、外勤で
仕事もしている。体調も含め、自立生活への助言をいただけるよう生
活相談会を受けることとなった。

　生活相談会にて話を聴いていただいた。第三者委員の方に、これからの生活と体
調管理について話をしていただいた。具体的な予防方法、また健康へのアドバイスと
励ましのお言葉をいただいた。

　不安定な行動が度々みられた。慈照園での自立支援が今後も必
要であり、第三者委員の方と話すことで、落ち着いて考える機会とし
た。

　生活相談会にて話を聴いていただいた。第三者委員の方に、記録にはない、生活
歴について自ら話された。いろいろな話ができ、利用者も落ち着かれた様子であっ
た。

　以前は、抑制が効かないことがあったが、最近は落ち着いて生活で
きている。今後も落ち着いた生活が継続できるよう、生活相談会を受
けることとなった。

　生活相談会にて話を聴いていただいた。第三者委員の方に、今後の自身の希望
も話され、健康のことも踏まえて、助言をいただいた。自身の生育歴も話された。
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