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今年の夏は本当に猛暑ですね。９月
５日付けのニュースでは京都で今年最
高の３９．９度をマークしたと聞きま
した。みなさん、夏バテ等されていな
いでしょうか？
私はというと、家に着くとまずするこ
とはクーラーのリモコンのスイッチを
押すことが日課となっている今日この
頃です。使いすぎは、体にもあまりよ
くはないとは思っていますが、今年は
手離せませんね。
さて先日、コアラハウスの中の５名
の仲間たちと北海道旅行を楽しんでき
ました。仲間たちが数年前からコツコ
ツお給料の中からためた大事なお金で
プランを作り、同行させてもらったわ
けです。
札幌・小樽・富良野・美瑛といろんな
ところに出かけ、いろんな場所で美味
しいものを食べてきました。
数日前から仲間にももちろん、家族
の方にも話をさせてもらっていると、
「飛行機は初めてだから心配。」とい
う声もありながらも、「どの場所に行
くの？楽しみだわ～。」と、まるで自
分が一緒に行けるかのような言葉を何
人かの方にいただきました。大切な我

≪小山≫

が子が、ご両親も行ったことのない
地に行けることが嬉しいのだと感じ
ました。
我が子に対する親の想いを感じな
がらも、そんな大切な皆さんを預か
らせてもらう責任も感じました。ま
た、一緒に楽しんだり喜んだりする
瞬間に携わらせてもらう喜びを今回
の北海道旅行を通じて改めて実感さ
せられました。本当にこの仕事は奥
が深いです。
もちろん、この旅行では普段見る
ことが出来ない仲間たちの表情をた
くさん見ることが出来ました。
ちなみに北海道も今年は猛暑でし
た。せっかく名古屋から涼しい天国
の地に行けると思っていたの
に・・。そ れ だ け が 心 残 り で す
（泣）
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生活介護部門

とまとの家

現在とまとの家では、１４名の利
用者さんが毎日元気に通所していま
す。今年は例年になく暑い日々が続い
ていますが、体調を崩されたりする方
もなく毎日にぎやかなに過ごせていま
す。
暑さに伴い、室内系の活動重視に
なりがちですが、先日にはサンビーチ
日光川へ行ってきました。プールでは
みんなが笑顔多く、久々に暑さも忘れ
てとても楽しんでくれたようでした。
波のプールでは１４０㎝の深さまで果
敢に入っていき、波のリズムに合わせ
て小刻みにジャンプする仲間、無理な
く浅瀬でのんびりと日焼けを楽しむ仲

≪江尻≫

記事１

間がいたりと、個々それぞれの楽しみ
方で満喫していたようです。一緒に付
き添った職員も通常の活動とは違った
支援をすることで、利用者さんと職員
の双方にとっていい体験となりまし
た。来年以降も企画して行きたいと思
います。
９月には毎年恒例の一泊旅行がありま
す。今年の行き先は大阪ＵＳＪ。とま
との家開所から５回目の旅行となりま
すが、今年も全員で楽しんで、みんな
の心に残るような素敵な思い出作りに
行ってきます！！

就労部 記事２ （ぽこ・Flap・アイリス）（竹内）
就労部部門
Ｆｌａp ≪竹内≫
９月に入り涼しくなるかとおもいき
や、まだまだ残暑が厳しい今日この
頃、皆様 如何 お過 ごしでし ょう か。
Flapでは、毎日温度計とにらめっこし
ながらもメンバー一同暑さに負けず、
日々の食事作りを頑張っています。
さ て、最 近 の Flap で す が、６ 月 か ら
「Flap自家製野菜作り」という取り組
みをスタートし、コアラハウスの屋上
にて、第１弾のプチトマト栽培を行っ
ています。まだまだ不慣れなもので、
みなさんの食事には行き届かず、調理

余暇部門

ゆめJｒ

≪上原≫

実習で使うのみになってしまっていま
す。プチトマトには「よしみ」と「こた
ろう」と名づけられた（みんなで案を出
し合って、良い実がなりますようにとい
う意味から「よしみ」、なんとなく可愛
い感じだったので「こたろう」になりま
した）２本のプチトマトの苗から、少し
ずつ色々と挑戦していきたいと思いま
す。みなさんFlap自家製野菜がテーブル
に並ぶ日を楽しみにしていてください
ね。

記事３

今回の余暇部門は、ゆめジュニアについ

ジュニアのみなさんは、とても元気一杯

て、報告させて頂きます。

な様子で走り回ったり活発に動いていま

ゆめジュニアでは、学齢部門の利用者さ

す。職員も走っていくのが精一杯な様子

んを中心に活動しています。各現場の作

が伺えます（笑）

業実習を行ったり、土曜日を利用してお

歳には、勝てませんね（汗）

出掛けしたりしています。お出掛けで

しかし、若いパワーを頂いています！！

は、季節のイベントを行ってみたり体験
ツアーや公共交通機関を利用して目的地

今後も、将来に繋がっていく様に頑張っ

に行ったりしています。最近では、新舞

て参ります！！

子の海に行ったり、香嵐渓にある｢王滝
渓谷｣に行ってきました。

記事２
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ふれあいまつり
ふれあいまつり報告 記事４（宮田）

≪宮田≫

ゆめネットふれあいまつりは、未だに
余韻が残る年間行事の一つです。
今年は全体的に梅雨入りが遅れた為、
梅雨明けを心配しながら準備を進めて
きました。しかし、お祭り直前に梅雨
明けが発表され、当日は、素晴らしい
晴天に見舞われました。前座でスター
トを飾るふれあいまつりでは、大道芸
人「クラウン」さんの素晴らしい演技
には誰もが魅了されました。そして、
仲間たちも賑いテンションも上がって
いました。
毎年恒例の野外上映会ではディズニー
映画「ボルト」も、笑いあり涙ありで
会場が一体となっていました。模擬店

仲間とぶらり旅

≪福手≫

「沖縄チームめんそ～れ」
沖縄旅行は仲間たちがお給料を積み立てし貯めてい
く旅行です。２泊３日の大イベントです。仲間５名
職員３名で行ってきました。朝早くの迎えにも関わ
らず空港までの車内は仲間や職員、みんなテンショ
ンがとても高かったです。初めて飛行機に乗る仲間
たちのほとんどが心配で飛行機が動くとビックリし
た仲間もいました。しかし、すぐに慣れ問題なく飛
行機に乗れました。
沖縄１日目
「ビーチBBQ」と「国際通り」
青い海の下で食べるBBQは、いつもより食べるペース
が早くたくさん食べていました。海でもしっかり楽
しみ仲間と職員でバナナボートなどもしました。

記事４

ブースも大盛況で、仲間たちも美味し
く頂き、笑顔が多かったです。その笑
顔があり全ブース完売致しました。
例年に増して大勢の地域の方々にお越
し頂き、おまつりを大成功に納めるこ
とが出来ました。
障がい者の方々と地域の方々とのふれ
あいができ、ゆめネットもさらなる飛
躍をしていきたいと思います。
そんな素晴らしさを胸に、日々頑張っ
ていきたいです！
毎年ながら、大成功の「ゆめネットふ
れあいまつり」でした。

記事５
国際通りでは、お土産を買ったり普段買えない食材
など見てビックリしながら仲間たちも楽しくできま
した。
沖縄2日目
「美ら海水族館」へ行きました。
名古屋港水族館とは違った雰囲気な水族か館でし
た！！ジンベイザメは、みんな驚かせられ仲間は写
真をたくさん撮っていました。夕食は生の沖縄民謡
ライブを目の前で、沖縄料理を食べ沖縄最後のディ
ナーを締めくくりました。
天気が悪かったのが残念でしたが、最高に仲間や職
員が楽しめた沖縄旅行でした。良い思い出づくりに
なれて良かったです。

パートさん自己紹介（カフェアイリス）２名
みなさんこんにちは。

４月よりカフェアイリスで働

今年の3月に大学を卒業し、ア

いています西川智里です。

イリスで働けることになりまし

皆からは「さとちゃん」と呼ば

た。私は、福祉経験がほとんどなく不安で

れています。私は表現することに興味があ

したが、みんなとても明るく素直なのです

り、音楽・演劇・朗読・

ぐに仲良くなれました。今は、みんなと一

クラウンダンスなど、様々なことにチャレ

緒にとても楽しい時間を過ごしています。

ンジし広く浅く時に深く自分を試していま

まだまだ新米で頼りない私ですがみんなと

す。将来は、子供に舞台を見せたいという

協力し、お客様に喜ばれるお店を目指して

思いを持ち、アイリスで楽しく過ごしてい

いきます！！

ます。皆さんアイリスにお越しください！
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理事長は見た！！

小山仁司編

○○は見た…何やらテレビのタイトルのようですが。通信の企画担当者よりこの
話をもらい、日ごろの感謝と自分なりの想いを伝えさせてもらおうと喜んでお受
けしました。初回はコアラハウス管理者の小山仁司さんです。
小山さんとは一緒に仕事をするようになって７年目です。私が現場から外れるこ
とになり、自分の担当利用者さんをまるっと引き継いだのが最初です。彼は私の
やり方を尊重しながらも自分の考えと自分のキャラクターを活かした支援をして
くれました。ほんの少し悔しいのですが、利用者さんにとってはこの担当交代は
とてもプラスだったようです。
現在は現場と管理業務を共に務めるプレイングマネージャーとして獅子奮迅の働
きをみせてくれます。彼には最近悩みがあり、それは施設規模の拡大と事業内容
の広がりに伴って、現場の詳細な把握が困難になっていることのようです。こう
した悩みをもつこと自体、彼の仕事への真摯な姿勢がよく伝わってきます。今は
後輩に出来るだけ仕事を任せていくよう努めているようです。
最近はずいぶん減ってしまいましたが、仕事の夢や悩みを肴によく焼肉を楽しみ
ました。２人してアルコールなしで熱く語り合ったものです。
時に暴走しそうになる私ですが、小山さんは大切なブレーキ役です。
大変な役回りですが、これからもゆめネット、コアラハウスの要として存分に力
を発揮してください。

【キョウコノゴロ】
平成２２年１０月活動報告

平成２２年８月～９月活動報告
月

日

８

７
１１
１７
２４
２５

９

４
９
１０

月

日

１０

１２

ゆめネットツアー

ゆめネット夏季休暇（～２４日）

１７

中川区

中川区ふれあい広場打ち合わせ

２３

ゆめネットツアー

２６

ゆめネットツアー

２７

施設監査
コアラハウス

事柄
ゆめネットツアー

（細山田）
金山福祉の店
中川区ふれあい広場打ち合わせ

（細山田）

事柄

ふれあい広場

ご家族定例会

ゆめネットツアー
サービス管理研修（宮田・川野）
（～１０日）
セルプ説明会（小山）
中川区ふれあい広場打ち合わせ

（細山田）
１１

ゆめネットツアー

１５

専門研修（小山）

１７

金山福祉の店
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ホームページをご覧ください。
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