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入浴サービスを開始します
〈入浴サービスの開始について〉

わかくさ愛育園生活介護施設では、本年 10 月より入浴サービスを開始する予定です。

奈良県で初めてとなるオープン式シャワーバス（OG Wellness セレーノ HK-3100）を導入。この機
器は、身体への負担が少なく、ご利用者さま一人ひとりの身体状況にあわせた全身浴に近いシャワー
浴が可能で、お湯につかることが困難な方にも寝たまま快適に入浴していただくことができます。
また、ミストに包まれることで高い温浴効果があり、心肺負担の少ないシャワー浴で心身共にリラッ
クスしていただくことができます。
皆様に安心、安全、快適にご利用いただけるよう、サービス開始に向け、スタッフ一同準備を整え
てご利用をお待ちしています。

電動ストレッチャーのリクライニング機構によ
り、無理のない姿勢で入浴可能。
大型サイドフェンスにより、体位変換時の脱落
防止と姿勢保持を確保します。

人工呼吸器をご利用の方へ
〈人工呼吸器を常時装着されている方の受け入れを開始しました〉

奈良県障害者総合支援センターわかくさ愛育園では、本年 5 月より人工呼吸器を常時装着されてい

る皆様に、安心してサービスをご利用いただけるようになりました。
これまでは、日中に人工呼吸器を装着されている方のご利用を制限させていただいていましたが、
現在は常時人工呼吸器を装着されている方にも安心してご利用いただくことが可能となりました。皆
様のご利用をお待ちしています。
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USJ がやってきた !!
ユニバーサル・スタジオ・ジャパ
ンから、ショーの上演に来てくださ
ると、子どもたちや保護者の皆さん
に知らせると、「うっそー！」
「なか
なか連れて行ってあげられないから
楽しみ。
」
「休まないように体調整え
よう」等々の歓声が上がりました。
待ちに待った7月17日（水）
「コミュ
ニティープログラム」の開演です。
ワクワク！ドキドキ！の中、音楽
に乗って 3 人のパフォーマーの登場
に大きな歓声が上がります。いつも
と違う雰囲気、大きな音が苦手な子
ども達も、魔法にかかったようにエ
ンターテイメントの世界に引き込ま
れ、釘付け。そして笑顔に。
TM & © 2019 Sesame Workshop
パークの仲間たちからセサミスト TM & © Universal Studios. All rights reserved. CR19-2783 EA19-2J
リート ™ のエルモ＆クッキーモンス
ターたちの登場に更に歓声があがりました。軽快な音楽と動きに合わせ、手拍子や身体を弾ませリズ
ムを取り、親子共に夢の世界へ、ノリノリで楽しみました。楽しい時間は「あっ！」と言う間にすぎ
てしまいお別れの時間。
最後に、クラス毎に記念撮影を行った後、感謝の気持ちを込めた手作りのプレゼントや花束を手渡
しました。皆さんの思いが伝わりエルモたちも喜んでくれました。
非日常的な至福の時間を過ごすことができ、みんなの心の一ページに楽しい記憶が刻まれ、明日か
らの活力になったことでしょう。

こんなこと、やってます！

～高次脳機能障害の基礎知識の講習会～
自立訓練センターでは、利用者の方を
対象に、高次脳機能障害の基礎知識につ
いて、専門のスタッフが講習会を開催し
ています。高次脳機能障害を知るために
は、知識だけでなく、日頃のご自身の認
知機能を知ることが大切です。そこで、
この講習会では、話をただ聞くだけでな
く、生活訓練で実際に提供している訓練
課題を体験し、体験から得られたことか
ら、ご自身の認知機能の特性を知るきっ
かけを作れるようにしています。
自立訓練センターの利用を検討中の方
限定で、高次脳機能障害支援センターを
通じて、講習会の見学会も実施していま
すので、ご連絡ください♪

講義の様子

脳の機能
脳トレの課題
新聞記事の中から、“ し ” と “ シ ” を探しましょう♪
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所長着任のごあいさつ
今年 4 月から奈良県社会福祉事業団 奈良県障害者総合支援センター所
長、県営福祉パーク館長、併設する奈良県立病院機構 奈良県総合リハビ
リテーションセンター院長に赴任いたしました川手です。医師として、済
生会富田林病院、済生会奈良病院、県立三室病院、ハーバード大学、奈良
県立医科大学、奈良県西和医療センターで整形外科を学び股関節外科が専
門でございます。
昨年 6 月に創立 30 周年を迎えた奈良県社会福祉事業団は、奈良県が主
体となり磯城郡田原本町を福祉地区として位置づけ、障害のある方が医療・
福祉・教育をうけることができる包括的なサービスを提供する施設でござ
います。平成 26 年には、医療部門が奈良県立病院機構に移行し、組織と
しては運営が分かれた形ではございますが、医療と福祉の連携は変わらず 奈良県障害者総合支援センター
安心して利用していただける組織運営に努めております。
所長 川手 健次
福祉部門は、わかくさ愛育園、自立訓練センター、社会就労センター、
高次脳機能障害支援センターを有し障害児・者のみなさまへの福祉サービスを提供しております。10
月からは、重度障害者の方への（生活介護）入浴サービスの事業を開始し、サービスの充実を図ります。
県営福祉パークは、公共施設のモデルをつくるとともに、介護に関する知識・技術の普及や介護機器・
改善住宅（モデル住宅）の展示などにより、高齢者・障害者の方に配慮した設備を整えた公園として整
備しております。
奈良県総合リハビリテーションセンターは、文字通りリハビリテーション部門では優れたセラピスト
が良質なリハビリテーションを提供しております。7 月からは “ やまと人工関節センター ” の運用を開
始し、ナビゲーションシステムを使用しさらに最小侵襲（MIS）で手術を行い早期社会復帰、日常生活
復帰をめざしてみなさまの生活の質向上に貢献いたします。
巻末に宣言するとおり“リハビリテーションを通して、相互に人格と個性を尊重し支え合う「ともに
生きる」社会の実現”に貢献できるよう、より一層のサービスの充実を図り、安心してご利用いただけ
る施設を目指していきますので、どうぞ存分にご利用していただきますようよろしくお願いいたします。

書道パフォーマンス開催
令和元年６月８日（土）
。自立訓練センターにて「書道
パフォーマンス」を実施しました。
同名の映画公開後に全国的に普及し、現在は若年世代を
中心に人気が高まっています。
自立訓練センターでは初めての試みとして、そのパ
フォーマンスを構想し、筆は藁で自作することにより独特
な文字の表現に至りました。
そして、車椅子利用者も含め、全員が参加できる自立訓
練センター独自の書道パフォーマンスが実現しました。
この取り組みは、書道の新たな魅力を発信し、想いを込
めた作品は全ての人々に希望や勇気を与えるものとして、今後も活動を継続していく予定です。

令和元年度

第１回施設見学会のご案内

奈良県障害者総合支援センターで提供する、障害福祉サービスを皆様によくご理解いただけるよう、
施設見学会を開催します。今回は、見学会終了後に個別相談をお受けします。また、10 月より開始（予
定）の生活介護（重心者）で実施する入浴サービスの設備についてもご覧いただけますので、お気軽
にご参加ください。
※詳細については、別添の資料をご確認ください。
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県 営 福 祉 パ ー ク
介護実習・普及センターでは、介護意識の啓発、介護知識・技術を学んでいただく講座を開いています。

具体的な介護方法等を学んでいただけます。

また、一人ひとりの生活に合わせた福祉用具・介護に関する相談にも応じています。
お気軽にご参加ください。

○介護体験見学講座（要予約）

福祉パーク概要説明、改善住宅（モデル住宅）見学、高齢者疑似体験、車いす体験、アイマスク体験、
福祉機器展示場案内、福祉機器体験

○介護講座（要予約）

開催日
時間
募集人数
内
容
令和元年10月 3日(木) 13：00～16：00 30名 高齢期に起こりやすい事故と対応（AED）
介護とレクリエーション
令和元年10月17日(木) 13：00～16：00 30名
コミュニケーションの上手なとり方
認知症の基礎知識
令和元年11月19日(火) 13：00～16：00 30名
認知症の人への接し方について
チームで支える看取り
令和元年12月17日(火) 13：00～16：00 30名
～住み慣れた自宅で最期までくらすために～
令和 2 年 １月17日(金) 13：00～16：00 30名 知っておきたい薬の知識

○高齢者介護者向介護講座（要予約）

開催日
時間
令和元年11月 7日(木) 13：00～16：00
令和元年11月27日(水) 13：00～16：00
令和元年12月 4日(水) 13：00～16：00

募集人数
内
容
30 名 床ずれ発生のメカニズムと安楽な体位
30 名 身体にやさしい介助方法（ベッド・車いす編）
30 名 脳卒中患者の日常生活の支援について

○介護予防講座＜ストレッチコース＞（要予約）

開催日
時間
募集人数
内
容
令和 2 年 2月 7日(金) 13：00～15：00 30 名 ストレッチをしよう！～股関節編～

○奈良県福祉フェア第 4 回福祉機器展 in 奈良 2019
～みんなで見て・触れて・試して・体験しましょう～
開催日

時間

内
容
（1）福祉機器展（最新の福祉用具を一挙に展示）
（2）介護食試食会
（3）YAMATO 超人ナライガー
（奈良のご当地ヒーロー戦隊ショー）
令和元年 9月21日(土) 10：00～15：00
（4）ふうせんアート
（5）健康体操
（6）バザー
（7）自助具製作体験
（8）障害者作品展 （9）模擬店
（10）団体見学
（11）福祉車両
（12）その他
せんとくん、ももたん、タワラモトンが出演します！
県営福祉パーク（TEL：0744-32-8848）
県営福祉パークでは、介護用品等の展示を行っています。
詳しくは県営福祉パークのホームページをご確認ください。
ホームページ：http://www.kaigo.pref.nara.jp/
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きらりのバックナンバーは
こちらのQRコードから
閲覧できます。

奈良県障害者総合支援センター
県営福祉パーク

〒636‑0393 奈良県磯城郡田原本町大字多722番地
電話 0744
（32）
0200
（代） FAX 0744
（32）
0208

（奈良県障害者総合支援センター）http://www.nara-sfj.or.jp/
（県営福祉パーク）http://www.kaigo.pref.nara.jp/

■ 基 本 理 念 ■

私たちは障害のある方々の自立と社会参加に向け、総合
的なリハビリテーションサービスを通して、相互に人格と個性
を尊重し支え合う
「ともに生きる」社会の実現に貢献します。

■ 基 本 方 針 ■

私たちは、基本理念を踏まえ、
「利用者よし」
「事業団よし」
「地域よし」の「三方よし」の考え方を基本方針とし、
職員一人
ひとりが真心をもって、
最適な医療・福祉サービスを提供します。

