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にじのかけ橋  

理事長 武田純子 

この度のオリンピック・パラリンピック開催にはそ

れぞれの立場からの賛否両論はありましたが、日

本のアスリートの活躍は、新型コロナ感染症を吹き

とばす程、目を見張る底力を見せてくれ、私たちは

大きな感動とパワーを頂きました。しかし感染者の

激増には目を覆うものがあります。 

おかげさまで新型コロナ感染症がまん延してから

当事業所の利用者・職員から感染者を出す事なく何

とか今日まで通常の活動を続けることができまし

た。感謝と共に関係の方々に、ご協力とお礼を申し

上げます。感染症対策の一環として職員全員が数

回のＰＣＲ検査を受け、職員・利用者の大半はワク

チン接種も終了しました。しかしこれで安心するわ

けにはいかず、感染力の強い「変異株」とどう付き

合っていくか・・・まだまだ気を許せない現状に苦慮

しております。 

障害者のワクチン接種を通して、医療的ケアが必

要でない人も、基礎疾患がない人も、「かかりつけ

医」を持つことの大切さを痛感します。日ごろの健康

状態や体調を良く分かっている医院による個別接

種は何よりも安心であり、今後も継続して接種しな

ければならないワクチンの副作用等を一緒に相談

できる医院は必要と思われます。小さい頃から通院

されている総合病院や専門病院とは今まで通り併

行して利用しながら、加えて「地域のかかりつけ医」

を持つことを是非お勧めします。 

これからコロナと共存していく中で、緊急事態宣

言や、まん延防止等重点措置に憂いて後ずさりば

かりはしておれず、利用者をしっかり守りながら、且

つ有効的な攻めの対策を講じていこうと思います。 

今、社会全体がコロナを教訓にして、「生き方」

「仕事の仕方」「考え方」に大きな変革が求められて

いるように、当法人も来年度で20年を迎えようとす

る中で、今後の方針を見直す時期に来ているように

思います。 

 今後とも皆さまの更なるご支援をいただきますよう

お願い申し上げます。 
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かかりつけ医を持って！  



よろしくお願いします  

 

                    事務長 村田一実 

 理事長にお誘いいただいて、4月から事務のお手伝い
をさせてもらっています。職員・利用者の雰囲気の温か
さと、チームワークの良さに、良い居心地を感じていま
す。職場での会議でも、いろいろな立場・視点から活発
に発言が出るのもその一つだと思います。情報を共有し
利用者の方へのかかわりを、同じ水準と方向を目指して
行うためにも大事なことだと思います。理事長の人柄と
情熱と、それを支えてきた人たちの２０年の育んでこら
れた良さを少しでも後押しできればと思っています。 
 どうぞよろしくお願いいたします。  

看護師 野添みつる 

 新型コロナウイルスの感染予防対策は、4月に前任者から

受け継ぎました。基本的な感染予防とコロナウイルス、ワ

クチンの抗体獲得、副反応について情報提供をしていま

す。利用者・職員の体温測定、マスク着用、手洗い・手指

消毒、冷房中の換気・送風を基本に、昼食時はアクリル板

を使用します。また、作業や活動は少人数での行動とし人

との距離を確保しています。利用者の中には、体調を考慮

し外出を自粛される事がありますが、ご家庭での健康管理

にも積極的に協力していただいています。 

 感染予防は、たとえ一人でも手を抜くと成立しないこと

を念頭に、今後も感染情報にアンテナを張り対応していき

たいと思います。  

                    

 いつになったらマスクを外して、大口を開けて思いっきり大笑いできる日

がくるのでしょうか。先日、オリンピックが開催され運営側の気持ちをひし

ひしと感じています。利用者さんにとっての“楽しみのイベント”を開催す

ることを決断する勇気と反対に延期・中止する勇気。昨年は恒例の行事が中

止となり、人の出入りも制限し

て、開所するだけで精一杯の状

況の中、事業所を信じて、通い

続けてくださった利用者の方々

に感謝です。まだまだコロナ禍は続きます。それ

でも私たちは前を向

いて上を向いて、

「にじのかけ橋に行

くのが楽しみ！」と

思っていただくよう

な、また安心して

通っていただける場

所であるよう、工夫

を重ねていきます。 

    『いつも通り』の大切さ  
           放課後等デイサービスなないろ 管理者 長田祐子 

 連日の「感染者○○人」「宣言発令！」等に心しながらも、

なないろはこの1年いつも通りに続けることが出来ました。自

粛や事情でお休みの方とも繋がりは絶やさず“いつでもカ

ムバックOK！”を伝える事ができたのも、児童さんやご家

族、身近な方々のご協力のおかげです。新1年生や途中か

ら加わった児童さんも、あっという間に馴染んで仲間と一

緒にたくさんの笑顔と気持ちを発信して下さっています。

『いつも通り』は足踏みではなくワクワク感を周囲にちり

ばめなが

ら一歩ず

つ前に進む

『なないろ』

であり続けたい

と思って 

います。 

             

                          

生活介護ぶどうの木 主任  田直美 

 コロナ２年目、マスクに慣れてもらう

為、一斉につける時間を設けました。利

用者の皆さんは、毎日元気に通所されて

います。朝晩の検温や体調管理、少しで

も快適にと大きめサイズのマスクの手作

りなど、ご家族の協力があってこそだと

思います。相次ぐ緊急事態宣言などで予

定変更したり、ボランティア活動もお休

みしてもらうのが現状です。でも、皆さ

ん利用者さんのことを気にかけて、「ま

た行きますね」と温かい言葉をください

ます。とても感謝しています。元気な利用者の皆さんに金メダルを

あげたいです。今できること、これからどうするかを模索しなが

ら、皆さんの元気に応えていきたいと思います。                       

 

 事業所での新型コロナウイルス感染予防対策 

 

 「皆さんに金メダルを」  

「マスクをしてもスマイル☺」 

生活介護にじのかけ橋 主任 春田佳寿世 

「障害福祉に携わって」               

身体ほぐし 講師 上野邦子 

4月より月に２回『身体ほぐし』のプログラムで、関節の動

き、筋力、また身体の使い方をみながら今まで支援員さんも

気づかなかった（使っていなかった）『機能』の新しい発見

に共に喜びを感じています。「こんなに動くんだね」と言わ

れた時の利用者さんの嬉しそうな表情が印象的です。また、

支援員さんの丁寧な対応にも感銘を受けています。継続した

運動が苦手な方が多い中で、1時間程の関わりですが日々の利

用者さんの活動に少しでも生かされると嬉しいです。 
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  管理者・サービス提供責任者  鷺池美智子 

  登録ヘルパー22名    

○放課後等デイサービス なないろ 

  管理者・児童発達支援管理責任者  長田祐子 

  児童指導員 嶋本静代   石田美智子  奥 惠子  坂田友香      

             亀村むつ美  北島恭子     田中孝子  広田直仁 

  運転員    赤尾 信  布施淳子   和田美樹 

 

∞編集後記∞ 

 コロナ禍の現実、未だかつてない日の連続は、過ぎていくというよ
り、越えているんだとの思いを強くしています。今日を無事に終えられ
ることへの安堵と感謝。そして明日に向かおうという気持ちと共に、そ
んな日々の中にある元気な笑顔の日常をお届けしたいと思います。  
               (編集委員：木田・長田・羽田・山田) 

 生活介護 にじのかけ橋        神戸市東灘区御影中町8丁目3-14     Tel.078-842-7765/Fax.078-842-7790 

                                       E-mail: niji@nijikake.com 

 生活介護 ぶどうの木          神戸市東灘区深江南町2丁目9-7        Tel/Fax. 078-451-8850 

                                                                             E-mail: budou@nijikake.com 

 居宅介護 ハートケア「にじのかけ橋｣  神戸市東灘区御影中町8丁目3-14        Tel.078-842-7793/Fax.078-842-7790 

                                                                             E-mail: niji@nijikake.com 

 放課後等デイサービス なないろ     神戸市東灘区御影本町2丁目15-2-301   Tel.078-821-7716/Fax.078-821-7711 

                                                                             E-mail: nana@nijikake.com 

こころに響く… 

管理者・ｻｰﾋﾞｽ提供責任者 鷺池美智子                           
  

 私の好きな曲の一つに「アメージンググレイス」

があります。直訳すると、「素晴らしき恩恵」で、

世界平和を願うという意味も込められています。 

 この歌は、かつて人身売買にかかわったことに対

する悔恨と、それにもかかわらず赦しを与えてくれ

た神の愛への感謝が歌われた讃美歌です。 

 誰にでも間違いや過ちはあるけれど、それを認め

て何とかやり直していこう！とすることで、その先

へ進んでいけるのでは…と思います。 

 このアメージンググレイスの曲の出だしを聴くだ

けで、こころの中が洗われていくような、不思議な

気持ちになります。私にとってもこころに響く癒し

の一曲です。 

 仕事の上でも、プライベートでも、人の気持ちを

ちゃんと理解して行動が出来てるのかなぁ…？と自

問自答を繰り返していますが、私も人のこころに響

く何かを伝えられたら…と思って過ごしています。 

 コロナに負けないぞ～！！という強い気持ちで頑

張ります。 

コロナ禍での支援に感謝を！！ 

   椎野泰子（利用者家族） 

 この二年近くテレビをつけるとコロナ一色でした

が、今は東京オリンピックが何とか開催され、毎日

娘と日本の選手の活躍に喜んだり悲しんだりどきど

きハラハラの毎日に少し心が和みます。 

 職員の方々もコロナ禍で子供達のケアをどの様に

すればいいのか？問い続けなが

ら毎日々々を御苦労して下さっ

ている事に手を合わせずにはい

られません。 

 外出好きな娘は、土日に、大

好きなヘルパーさん達と、緊急

事態宣言の時以外は以前にも増

しての支援を受けながら出か

け、ストレスのたまらない生活

をさせて頂いている事に心から

の感謝です。 

 これから先もまだまだ大変な

日々が続いて行くと思いますが

よろしくお願いします。  

【 募 集 し て い ま す ! 】  

  ＊ 生活支援員（生活介護事業所）                        ＊ 児童指導員 （放課後等デイサービス） 

  ＊ 登録ヘルパー（勤務地：東灘区・灘区・中央区）   ＊ 送迎車ドライバー（生活介護事業所・放課後等デイ） 

      ◆  詳しくはご連絡ください(０７８－８４２－７７６５)     


