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よこ はま リ バーサ イド 泉 の今 昔 物 語
サービス管理責任者

新年あけましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
リバーサイド泉は昭和５８年に泉区下
飯田の地に横浜では初めての身体障害者
療護施設として開所し、早いもので四半世
紀が過ぎました。一般的には東京ディズ
ニーランドと同じ年と言ったほうがわか
りやすいかと思います。
当時の代表的な景観としては富士塚団
地からの富士山の素晴らしい眺めでしょ
うか。現在は平成１１年に開通した、相鉄、
市営地下鉄の高架橋の為、高架の隙間から
の眺めといった近代的な景観となってい
ます。電車の開通により交通の便は非常に
便利になりましたが、自然界の影響は生き
物には大きかったようで、電車開通までは
正面玄関の前庭を横切るように、年に何回
も虹色に輝く牡キジが見られましたが、開
通後は全く見かけることはなくなりまし
た。

森

正晃

施設の景観では、凱
旋門の様なとつかホー
ムと名の刻まれた門
も、横浜市の分区の為、
戸塚区より泉区への変
更に伴い、２１世紀に
まだ門構えがあった
なった平成１２年に現
平成４年運動会の様子
在の形となりました。
2年後の平成１４年、
終
（つい）
の棲家であっ
た身体障害者療護施設での生活に、グルー
プホーム（ケアホーム）という地域での生活
が提供できるようになり大きな変革を迎え
ました。グループホームは多くのニーズに
より平成２２年１０月に７館目の開所とな
り、施設から延べ１０名ほどの方が地域生
活への第一歩を踏み出しています。
また地域の方をディサービスで受け入
れ、最近は日に３０名近くの方が利用され
るようになり、設備的に手狭となったため、
２３年度上半期を目標に分場の開設も予定
しています。今後も様々なニーズに対応で
きる施設を
目指し、地域
の方々の協
力を得るこ
とで更に発
展して行き
たいと思い
ます。

リバーサイド泉では様々な日中活動に取り組んでいます。活動の種類は余暇、創作、作業、
ＰＴ、講座などがあります。今号では、余暇活動、ＰＴ活動をご紹介します。

余暇活動
スポーツ、文化、音楽…
様々な活動を楽しんでもらえるよう
がんばっています！
余暇活動では、スポーツ・文化・音楽の活動をそれぞれ週３～４回行っ
ています。
スポーツ活動は、ボッチャ・ゴルフ・プール活動・ローリングバレー等を
行っています。特に夏のプール活動は、利用者さんよりとても好評を頂いてお
り、リバ―サイドの他、なしの木学園のプールをお借りして活動しています。
また、ローリングバレーは大会があり、大会の出場を目指す選手グループと、
ご自身のペースで楽しむグループとに分かれ練習を行っています。
文化活動では、園芸、紙芝居・本の読み聞かせのほか、オセロ・トランプ等の
卓上ゲームを行っています。 園芸は「花守（はなもり）」のボランティアさ
んにもご協力頂き皆で花植えを行っています。紙芝居は月に１回、利用者さん
と一緒に泉図書館に行き、紙芝居や本を借りる事で様々なお話の提供を行
なっています。 読み聞かせのボランティアさんや「朗読の会」のボランティ
アグループの方にもご協力頂き、多くの方がこの日を楽しみにしています。年
に５回泉区役所で発表会があり日頃の練習の成果を発表しています。
音楽活動ではカラオケを中心に利用者の交流を図りながら音楽を楽しんでい
ます。また月に１回講師の方が来られ「ミュージックタイム」という合唱・楽
器演奏・お誕生日のお祝い等のレクリエーションを楽しむ活動を行っていま
す。
余暇担当

ＰＴ活動
身体機能の維持や向上を
目指しています。
ＰＴとは、理学療法（Physical Therapy）
または理学療法士（Physical Therapist）を
指します。病気や怪我などによる障害に対
し、運動療法・温熱療法・物理療法・水治療
法などの手段を用いて機能回復を図るリハビ
リテーション分野の一つです。当施設でのＰ
Ｔは関節の動く範囲を広げる・筋力を
強化する・立位をとる・歩行するなど
の運動療法が主軸です。マットやベッ
ド上で、車椅子上で、平行棒で、廊下
で、屋外で、利用者さんとＰＴ担当職
員が活発に機能の維持や向上に取り組
んでいます。
ＰＴ担当

スヌーズレンについて
スヌーズレンとは基本的な感覚（視覚・
嗅覚など）に携わる運動感覚や認知感覚
をできるだけ感じ取りやすくする為の
環境をつくり提供するものです。みなさ
んに合ったそれぞれの方法でリラック
スしてもらいます。例えば、なかよしグ
ループでずっとおしゃべりをしたり、ひ
とりで好きなＣＤを聴い
たりなど…とにかくみな
さんの好きなことをして
いただいてリラックスし
てもらっています。

朗読の会

ミュージックタイム

元気いっぱい声を出しています！
自作の詩も発表しています。

長年続いています。
音楽を楽しむ時間です。

朗読の会は毎月１回
月曜日の午後にボラン
ティアさん達が中心と
なり、皆で声を出した
り詩や歌を発表したり
楽しい時間となってい
ます。この日に向けて
詩を作ったり、読む練
習をしている利用者さんもいます。自分の気持ち
を人に伝える事で自信にも繋がっています。
年に５回程、区民ホールで行われている朗読の
会の発表会にも参加させて頂き地域の方との交流
の場にもなっています。
今後もボランティアさん
達にご協力頂きこのよう
な活動を長く続けていき
たいです。
余暇担当

ミュージックタイムは、１５年以上も続いてい
る活動であり、月に１回（第２金曜日午前中もし
くは第３金曜日午前中）実施しております。
２名の音楽ボランティアさんが来園され、ピア
ノの伴奏に合わせて、歌を歌ったり、楽器を鳴ら
したりして皆さん楽しまれています。
活動の内容として、季節に合った歌を中心に
歌ったり、当月の誕生日の方１人１人へ向けて
ハッピーバースデイの歌を歌ってお祝いしていま
す。
長年続いているのは、音楽ボランティアの方
が、活動を上手に盛り上げて下さり、利用者の皆
さんを楽しませて下
さっているお陰です。
今後もボランティア
さんにご協力頂きこの
ような活動を継続して
いきたいと思います。
余暇担当

医務室より

感染症について・・・

今回は冬の感染症（インフルエンザやノロウィルス）について少しお話します。
感染拡大を防ぐ為にはまず第一に手洗いとうがいの徹底に尽きます。また、ノロ
ウィルス感染は激しい下痢と嘔吐を繰り返すので、嘔吐や便の処理をする際は必ず
手袋をはめます。ノロウィルスにはアルコール消毒は無効で塩素系消毒剤を用いま
す。
またインフルエンザ等の飛沫感染（くしゃみ、咳よりうつる）の拡大を防ぐ為には、マスクの着
用も大切です。自分に咳等の症状がある時はマスクをして、他者にうつさないようにしましょう。
そしてマスクを着用したら、外す時にも意識して下さい。マスクの耳かけ部分（ゴ
ム）を持ち、素早く外し、ゴミ箱へ捨てます。雑菌類が付着していると思わしき外
側部分（外気に触れている面）を、しっかり握って外す、という事はしないように
して下さい。
医務室より

活動スケジュールのご紹介
４月 交流会
(ご家族との交流を図る)
５月 ハマピック
６月 軽スポーツ大会
７月 富士塚祭、プール
８月 プール
１０月 リバーサイド祭

１１月 ステージ発表
１２月 クリスマス会
１月 神奈川県民センター・作品展示
２月 卓上競技大会
３月 ステージ発表、
ぱっする杯(ローリングバレー大会)

【その他の活動】
外出支援（一泊旅行含む）、買物外出
（木曜、日曜）、書道（木曜）、クラ
フト（火曜）、フラワーアレンジメン
ト（第４木曜）、朗読の会（月１月曜）、
ミュージックタイム（第２、３金曜）、
「ホット♥カフェ」（ドリップコー
ヒーボランティア）（月１木曜）

居宅サポート・リバーサイド泉より

境川沿いにあ
る、２階建て
の新築ホーム
です。川が近
く、緑もいっ
ぱいの静かな
環境です。

12 月 1 日に精神障害・知的障害の方のグルー
プホーム・ケアホーム「グループホーム サンラ
イズ」がオープンしました。精神・知的のグルー
プホームでは珍しい夜間宿直配置による安心・
安全のサポート体制を提供しています。男性
10 名の明るく、元気なホームです！

野口

隼人

サンライズの世話人をさせ
て頂いています、野口です。
戸惑うことも多い毎日ですが、
明るく楽しいグループホーム
サンライズを作っていきたい
と思っています。どうぞよろし
くお願い致します！

新年明けましておめでとうございます。
今年も皆さまのおかげで無事に新
しい年を迎えることができました。
厳しい社会情勢ではありますが、私た
ち職員一同「お客様の立場に立つ」とい
う基本に立ち返って、地道に、一つず
つ、目の前のできることから取り組んで参りたい
と存じます。
本年も変わらぬお引き立てのほどよろしくお願い
致します。

共同生活介護・共同生活介護
グループホーム サンライズ
〒 245-0017 横浜市泉区和泉町 1197-1
（市営地下鉄「下飯田」駅より徒歩 10 分）
TEL ： 045-803-8090

非常勤スタッフ
大募集！
居宅サポートでは、ホーム非常勤スタッフ（宿直
17 ： 00 ～翌 8 ： 00 ・ 調理スタッフ 16 ：
00 ～ 20 ： 00 ・ 土日祝日 8 ： 00 ～ 17 ：
00）、登録ヘルパーを募集しています！
時給等詳細はお気軽にお問い合わせください！

TEL ： 045-806-0238
地域支援事業所 居宅サポート・リバーサイド泉
〒 245-0016 横浜市泉区和泉町 5286-2

ボランティア募集！
クラフト講座、書道講座、創作、縫い物、洗濯、園芸、
清拭切り、ピアノなど楽器の演奏・・初めての方でも、事
前に施設見学や車椅子講習があります。お気軽にご連絡く
ださい。
ボランティア担当：上杉・島田（源）・蓑和
TEL:０４５－８０４-２１９１

TEL : 045-806-0238

FAX : 045-806-0239

古布の寄付募集！
施設では、清拭に使う古布（木綿）が
丌足しています。丌要な古布をお持ちの
方、寄付していただけると助かります。
担当：森・林
TEL:０４５－８０４-２１９１
平成 23 年１月

