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ゆめネットの挑戦!!

≪Ｆｌａｐ管理者：池口≫

例年にない早い春の訪れになりまし
今年は、ゆめネットを取り巻く環
た。自身も“ゆめとまと”の管理者を
境の充実化が特に著しく、その中で
務めさせていただき、あっという間の
も取り分け“チャレンジ”と銘打つ
一年でした。皆さまから温かく見守っ
２大プロジェクトが、図らずも同日
ていただき本当に感謝の限りです。
７月１日に始動しました。
昨年度を振り返りますと、“ゆめと
一つは中村公園駅からほど近くに
まと”の事業所としては初の試みとな
あります『チャレンジホーム ぽる
る、積立旅行（沖縄旅行）が印象深い
とわーる』です。将来を見据えての
ものです。飛行機での移動、慣れない
体験型ホームです。このホームでの
遠方での宿泊、などなど事前の計画で
経験を通じ、利用者様と保護者様に
は少し不安もありましたが、現地での
とって将来に繋がる一助を担えたら
仲間の楽しそうな笑顔、頼もしい一面
と思っております。
に出会え、とても思い出に残る旅行と
勇気を出して、一人暮らしに挑
なりました。
戦!!そして得られるものはきっと大
これも、仲間の皆さんが日ごろの作
きいと思います。
業での頑張りや、お出かけなどの取り
もう一つは、“ゆめチャレ(ゆめ
組みで積み重ねた経験によるものだと
ネット・チャレンジ)プロジェクト
思います。日ごろのスモールステップ
喫茶委託事業”です。名古屋市東区
が、このような機会に繋がっていくと
の白壁にあります中産連ビル様のご
感じました。
好意によりパートナーシップ・サ
今年度“ゆめとまと”は、新たに2
名の元気な仲間が増え、14名の大所帯
ポートセンター様のバックアップの
となります。フレッシュな仲間と、先
もと、この度ゆめネットに喫茶室の
輩たちの新たな関係を築きながら、
運営を任せて頂ける事となりまし
チームワークで取り組んでまいりたい
た。
と思います。そして念願のチャレンジ
名称は『ボタンCafe』です。
ホーム（名称:ぽるとわーる）の挑戦
服飾のボタンのように、一つ一つ掛

ます。事前にできるだけの準備を行い
け合わせ、ガッチリチームワークで
ながら、将来に繋げていきたいです。
頑張っていこうという意味も含んで
世の中の動きとして、障がい者の地
おります。また所在地の東区の区花
域生活の実現に向けて、日常生活・社
が牡丹の花ということもあり、その
会生活を総合的に支援していくため
存在感にあやかりたく『ボタン
に、平成25年4月1日より「障害者自立
Cafe』と名付けさせて頂きました。
支援法」から「障害者総合支援法」と
7/1のOPENから幸先良いスタート
して、新たな制度が施行されます。障
を切りお客様にもご好評を頂いてお
害者施策（サービスや認定の在り方な
ります。
ど）を段階的に行っていくようです。
次々と来る洗い物を洗浄し元の位
ゆめネットにとっても大きな動きの
置へ収納。テーブルの汚れを拭き取
ある年になります。
る。サラダやおかずを一定量に盛り
チャレンジホームの他にも、花池コ
付ける…そして元気な挨拶など、そ
アラハウスの中郷移転と、ゆめちゃれ
れぞれの得意分野を生かしたポジ
（中間層グループへのステップアッ
ションで頑張りを見せてくれていま
プ）の取り組みを通じて、よりよい支
す。
援を届けてまいります。
慌ただしさを伴う初めての空気感
この大きな変化の中、様々な角度か
にプレッシャーは計り知れません
ら総合的に支援を行いながら、『あな
が、OPENしてから今日までの働きぶ
たらしく わたしらしく』、寄り添っ
た支援・繋がる支援をしていきたいと
りにただ感心するばかりで、その存
思っております。
在はもうお店に不可欠なものとなっ
ています。
「いらっしゃいませ！」の弾む声
と笑顔を見に是非お越しください。
そのボリュームに負けないランチを
ご用意してお待ちしております。

も、“とまと”から3名始まっていき
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生活介護部門

コアラハウス

連日厳しい暑さが続いております
が、いかがお過ごしでしょうか。
第 １ コ ア ラ ハ ウ ス は、６ 月 １ 日
（月）より花池町から中郷に移転をし
ました。そこで、今回は新施設をご紹
介させて頂きます！
中郷の第１コアラハウスは仲間たち
の事を一番に考えて設計をしてもらっ
てますが、オシャレな外観だけではな
く特徴的な設備が３点あります。
①ＡＥＤ：自動体外式除細動器と
言って、心室細動の際に機器が自動的
に解析を行い、必要に応じて電気的な
ショックを与え、心臓の働きを戻す事
を試みる医療機器です。

≪高塚≫ 記事１

②かまどベンチ：こちらは普段はた
だのベンチに見えますが、震災時の炊
き出し用としても使える大きなかまど
があります。
③井戸：こちらもかまどベンチ同
様、震災時の役に立ちます!!
上記の３点以外でも、今後２階にリ
ハビリ室やアトリエ室の設置が予定さ
れています。
中郷に引っ越ししてから１ヶ月が経
ちましたが、当初仲間達は、環境が変
化した事で戸惑う様子もみられまし
た。しかし、今では新しい施設での生
活も慣れてきた様子で毎日元気に過ご
しています。

中郷新拠点!!

井
戸
だ
よ
♪

焼 就労部門 ぽこあぽこ・はちみつカフェ≪吉田≫ 記事２
き
ト職員が毎日奮闘していました。
４月に“ぽこあぽこ”“はちみつカ
菓
仲間たちも新システムの把握、接客の練習
フェ”共にスタッフが変わり、２名の新
子
と毎日がんばってくれました。
☆ しい仲間も加わりました。
その甲斐あって、順調なスタートを切って
それに伴い“はちみつカフェ”はお休
みさせていただいておりましたが、準備
期間を経て６月１日リニューアルオープ
ンいたしました。
前店長が大事に育ててきたお店の評判
をより良くしていきたく、３週間ほど閉
店させていただきました。
その間にメニューの変更、店内レイア
ウトの変更等、メインで入る職員とパー

は
ち
み
つ
カ
フ
ェ

余暇部門

ぽるとわーる

７月１日より、ゆめネット初の住まい
の場である『ぽるとわーる』を開始しま
した。
ぽるとわーると言う名前は、ぽると
（扉）・とある（布や繊維の織物）・コ
ンフォール（快適な）と言う３つの言葉
を組み合わせた造語です。新しい環境で
も自分のカラーを出しながら、安心・快
適に過ごして欲しいという思いが込めら
れています。
始まる前から生活するメンバーでの
ショートステイにより、住まいを実際に
イメージしながらシュミレーションを行

≪川野≫

います。
Sweets工房“ぽこあぽこ”も商品のリ
ニューアルや販路拡大に伴い仲間、スタッフ
一丸となってつき進んでおります。
私たちは“ぽこあぽこ”の名前の通り、少
しずつ一緒に成長、そして成功していきたい
と思っています。
皆様、応援よろしくお願い致します。

記事３

う事ができ、気持ちの上でも準備期間と
なったのではないでしょうか。
ご入居される仲間は始め不思議そうな
表情も所々見られましたが、それぞれ自
分の過ごし方や流れができ、予想してい
た以上に落ち着いて過ごす事が出来てい
ます。
とは言っても、新しい環境である為、
精神的な負担は絶対にあると思います。
そこの部分をいかに軽減していけるかが
大切です。少しでも自分の家のようにく
つろいでいただけるよう、今後も試行錯
誤していきたいと思います。

マ
イ
ル
ー
ム
☆
素
敵
な
外
観
！
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第５回ゆめネットふれあいまつり

準備頑張ってます
準備頑張ってます!!
!!

先日７月１３日（土）第５回ゆめネッ
トふれあいまつりが開催されました。
地域の方々に温かく支えられ、名称
が変わる前から数えるとふれあいまつ
りとしては早いもので１８回目を迎え
ることになりました。大勢の方々にお
越し頂きたく、大成功を願いゆめネッ
ト一丸となって準備を進めてきまし
た。色々な思いを抱き、いざ！おまつ
り当日…心配していたことが…何と…
初の雨天中止という結果に…。
おまつりを開催出来たものの、メイ
ンである野外上映会を余儀なく中止す

新人スタッフ紹介

≪宮田≫ 記事４
ることに。何とか雨が止んでほしい、お
まつりを大成功させたい、皆がそう思い
信じ続けましたが、無情にも願い届かず
でした。
悪天候にも関わらず、ご来場下さりま
した地域の皆様へは感謝の気持ちでいっ
ぱいです。
今回は残念な結果となってしまいまし
たが、次回の第６回ゆめネットふれあい
まつりに大勢の方々にご来場頂けますよ
う、今 後 も ゆ め ネ ッ ト 一 丸 と な っ て 頑
張っていきます。
皆様、また来年お会いしましょうね。

≪山川貢・嶋田・杉江・福井・春日・杉村・山川節≫

６月からゆめネットで働いています山川貢広（やまかわ みつひろ）です。
すでにご存知の方もいらっしゃると思いますが、前職はデイサービスセンターいーまさんで３
年間大人のデイサービスで勤めておりました。退職後自分の本当にやりたいことや これから
のことを私なりに考え 、そしてもう一度皆さんと関わり共に楽しみたいという気持ちにな
り、ゆめネットの一員に入れていただきました。
現在までに約２か月間働いていますが毎日学ぶことが多く緊張しています。ですが多くの職
員の方々に助けていただきながら、楽しく充実した日々に刺激を受けています。部門は「ゆめ
さぽ」で余暇のサービスや個別でのおでかけがメインになっております。皆さんと触れ合える
部門になったことに感謝をして、日々取り組んでいます。よろしくお願い致します。
ゆめとまとで働いています杉江佳織（すぎえ かおり）です。私自身も
１１歳の息子と７歳の娘の育児奮闘中です。
『こんな私でも何か役に立て
ないのか』と思っていた頃にゆめネットに出逢いました。私自身も利用者
さんと一緒に一歩ずつ成長していきたいです。よろしくお願い致します。
６月からはちみつカフェで働いています春日友希(かすが ゆき)と申し
ます。大学では吹きガラスの制作をしており、現在は山王にあるガラス工
房で時々お手伝いしております。皆さんと楽しく働きながら、はちみつカ
フェを盛り上げていきたいと思います。宜しくお願い致します。
６月から第１コアラハウスで勤務しています嶋田香織（しまだ かおり）
です。月２回程、身体障害者施設でボランティアをさせていただいていま
す。仕事としては初めての経験になります。学ぶことが多いですが頑張っ
ていきたいです。よろしくお願い致します。
ボタンカフェで働いています杉村咲奈（すぎむら さきな）です。学生
時代はうどん屋さんのバイト経験があり、福祉系の学部を卒業し、福祉に
関する予備知識はもっています。今後は是非、ボタンカフェ以外の分野で
もでも活躍していけたらと思います。よろしくお願い致します。
７月よりドライバーとして働いています福井孝良（ふくい たかよし）
です。安心・安全な運転を行い、利用者さんに愛されるようなドライバー
になれるよう頑張っていきたいと思います。よろしくお願い致します。
ボタンカフェで働かせて頂いております山川節子（やまかわ せつこ）で
す。大阪、東京、スペインと様々な場所に住んだ経験もあります。働く事
を通して社会貢献がしたいという熱い思いを持つマダムです。未熟者です
が頑張っていきたいと思います。よろしくお願い致します。
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理事長は見た！！ 竹内健悟さん編
今回紹介させていただくのは、ゆめネット期待のホープ、竹内健悟さん（２６歳）です。若い
ながらゆめネットのヘルパー部門（ヘルパーチームゆめさぽ）の責任者を務めてくれています。
福祉施設にありがちな、人材不足で若い彼に責任者の任を押し付けた…ということではなく、
適材適所を心がけての抜擢です。彼は福祉学部在学中から、学校の授業の他、大学内のボラン
ティアサークルのリーダーや、福祉団体のボランティア活動などに積極的に取り組んでおり、障
害福祉に関する知識と経験は年齢以上に豊富です。ただ、福祉一筋のマジメくんというわけでも
なく、在学時代には世界一周の船旅なんかにも参加しています。世界一周の船旅ではいろいろな
ことがあり、ここでは書ききれない（書けない？）ラテン的な思い出もたくさんあったようです
（笑）。 そんな忙しい学生生活を過ごしていた彼ですが、お酒が大好きで、ビールをえさによ
く無理難題なバイト依頼を受けてもらったものです。今でも楽しいお酒は大好きなようで、飲み
会ではいつも陽気に楽しく酔っ払っています。
前置きが長くなりましたが、ゆめネットでの仕事ぶりを簡単にご紹介します。
この夏より、私たちの念願であったケアホームがやっと始まったわけですが、ホームが孤立しないように、住まいの支援に
かかる法人内の指示系統はヘルパーチームを率いる彼発となっています。まわりとの調整を要する立場で、細かな気配りが求
められる難しい役割でもあります。
仕事に対しては、指示待ちとは正反対のスタイルで、自分で問題や課題を見つけ、その解決方法案までもってきてくれます。
そこまで出来た段階で、「たかすさん、一瞬いいですか？」と、断りづらくなる一瞬というキーワードを入れつつ、提案をく
れます。実際は一瞬では絶対に終わらない訳ですが（笑）
一緒に仕事をやりつつ、あーだこーだと意見交換をしていると、お互いの判断基準というか、価値観のようなものが少しず
つわかってきます。彼のそれは「利用者さんに対して誠実であるか」が一番で、「現場の負担や継続性などから現実的に出来
るのか」ということや、「社会のルールに照らして正しいか」や、これはおまけでありながら、実は結構重要な要素で「それ
はワクワクする魅力的なことか」というような基準があるように感じます。そんな若くて優秀な竹内さんですが、彼にひとつ
足りないものがあるとしたら、仕事上での大失敗や挫折の経験でしょうか。成功体験が自信の源だとして、失敗や挫折は共感
力や包容力の源かもしれません。先輩職員同士、彼の頑張りに話が及ぶと、よくそんなことが話題になります。今の調整と気
配りを要する役割をこなすことで、心の機微を巧みに汲み取れるしなやかなリーダーになってもらえると期待しています。弱
冠２６歳の彼に求め過ぎなのかもしれませんが、強さを活かせる優しさをも兼ね備えた一回りも二回りも大きな男になれると
信じています。

【キョウコノゴロ】

広報ミーティング
ミーティング♪
ミーティング

平成25年７月

平成25年５月～６月活動報告
月

日

事柄

月

日

事柄

５

14

金山SELPパン販売（～16日）
管理者会議

7

1

ボタンＣａｆｅオープン
ぽるとわーる（ケアホーム）オープン

19

コアラハウス中郷お披露目会
（地域向け）

４

地域連携推進研修（武吉）

５

コアラハウス施設監査

27

工賃向上マネージャー養成研修

7

行動援護研修 (加藤・成瀬)

28

コアラハウス中郷お披露目会
（保護者向け）

9

管理者会議

30

ゆめネット評議委員会・理事会

13

第５回ゆめネットふれあいまつり

14

３

はちみつカフェリニューアル
オープン
コアラハウス中郷スタート

自閉症基礎講座（奥村）
行動援護研修 (加藤・成瀬）

17

金山SELPパン販売（～1９日）

ぽこあぽこ 名古屋市互助会販売
新人研修

21

自閉症の医療的支援（竹内）

４

24

新人研修

６

救命救急研修（平野）

29

ぽこあぽこ中村区役所販売

11

管理者会議

29

工賃向上マネージャー養成研修
サービス等利用計画作成基礎研修(加藤)

15

成年後見活用講座（増村）

18

金山SELPパン販売（～20日）

23

行動援護研修 (加藤・成瀬)

６

（画：宮田）

（絵：宮田）

活動報告

24

工賃向上マネージャー養成研修

25

成年後見活用講座（増村）

社会福祉法人ゆめネット

事務局

〒454-0911 名古屋市中川区高畑二丁目2番地
荒伊ビル401号室
※事務局の住所変更致しました
TEL:052-354-5826 FAX:052-304-8925
E-mail:nagoya@yume-net.or.jp

