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職員コーナー

社会福祉法人ゆめネット 「あなたらしく わたしらしく」

ゆめ通信 秋号

ハイライト:

理事長は見た！！

吉田直子さん編

各事業所の紹介

ぽこあぽこは、ゆめネットの就労支援部門の中心です。その昔は、第２コアラハウスと呼ばれ、古くから就労的
な実践に取り組んできた事業所です。吉田さんはそこの責任者として、利用者さんの支援、スイーツ工房の店長
業務、関連する３店舗の統括、従業員の取りまとめ… いくつかの業務をまとめて担ってくれています。
一方で、家庭に戻ればお母さんとしての顔もあり、ハードな仕事と家庭との両立、本当にいつもお疲れ様です。
また、それを支えてくださるご家族にも感謝です、ありがとうございます。
振り返ってみると、今から４年ほど前のことです。私たちは中川区荒子という場所に比較的障害の重い方々に向
けた拠点を新設しました。吉田さんはそこをふと訪ねてきてくれ、最初はその拠点のパート支援者としてスター
トしました。
頼もしくも、ちょっとお調子者の上司との二人三脚で、素敵な明るい拠点をつくってくれました。
当時は法人事務局も同じ拠点内にありましたので、自然と吉田さんの仕事ぶりを垣間見ることができました。例
えば、事務局宛の電話の取り次ぎや伝言の仕方ひとつにも細かな配慮があって、この人ただものではないなぁと
感じられました。聞けば、ご結婚前には東京でパソコンなどのインストラクターをされたり、事務ワークをバリ
バリこなされていたりと、かなりのキャリアウーマンであったとのこと。他にも、お子さんのための学童保育所
づくりに奔走されていたり、と、何となくイメージしていた気のいいパートさん像とは異なる、本当の吉田さん
を発見です。
それからほどなく、職員としてさらに活躍頂くようになりました。いろんな活躍の記憶があるのですが、その中
でも特に印象に残っているのは「吉田先生のパソコン入門講座」という、法人内のパソコン研修です。カリキュ
ラムの内容から全てお任せしてしまったのですが、ここでの工夫も秀逸でした。一般のテキストにありがちな基
礎の基礎からということではなく、仕事の場面でよく使う操作をいくつかチョイスし、それを丁寧に学ぶという
内容でした。普段、仕事で不便を感じている具体的な操作だったので受講された方々にとっても取り組みやす
く、身になる講座でした。吉田さんらしい工夫だなぁと感心しきりでした。
そんなこんなをしつつ、ぼちぼち落ち着いてきた昨年度末、ぽこあぽこへの異動をお願いし、現在に至っている
わけです。
若輩者の私があれこれ申し上げるのは恐れ多いのですが、吉田さんの仕事ぶりは丁寧で、現状維持ではなく、よ
りよく工夫をしていこう、という前向きさが随所に伝わってきます。ただ同時に、謙虚過ぎるところもあるの
か、自分がいらんことをしない方がいいのかなぁといった遠慮も感じられれます。
新天地で約半年が過ぎ、これまでの流れやあり方を守り継承する時期から、自分らしさを出していく時期にきて
いるかと思います。現場がよりよくなることであれば、ドシドシらしさを出してください!!
つい頑張り過ぎてしまう吉田さんが、頑張り過ぎないようにフォローしつつ、一緒に走っていきます。
頼もしくも、ちょっとお調子者の元上司も含め、よっさん（吉田さんの愛称）ファンは多いです。ぜひぽこが落
ち着いたら、大好きなお酒を飲みに行きましょう!!

ゆめネットで制作した 新しいぽこあぽこの制服
でっす♪
とっても可愛いでしょ☆ by鷹巣
制服も可愛いけど ワタシも…（ウフッ

by吉田

※決して夫婦ではありませぬ。 by広報部

社会福祉法人ゆめネット

事務局

〒454-0869 名古屋市中川区高畑二丁目2番地
荒伊ビル401号室
TEL:052-354-5826 FAX:052-304-8925
E-mail:nagoya@yume-net.or.jp

季節イベントの報告

第１３号
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各事業所紹介コーナー
自然の恐ろしさ・・・。≪コアラハウス管理者：小山≫
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９月は名古屋市内でも記録的な豪
雨となり、交通マヒになってしまっ
た箇所や浸水してしまった建物もい
ホームページもご覧ください。 くつかありました。
http://www.yumenet-koara.jp/
ゆめネットでは開所時間が終わり
利用者さんが帰宅してしばらく経っ
た時間。待機スタッフは安否確認に
明け暮れていました。
また施設の建物がバリアフリーの
ものが多いので、浸水を防いだりと

生活介護コーナー
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行動するスタッフもいました。
個人的には東北の震災ボランティ
アを経験してきたので、久々に恐さ
を感じた出来事でもありました。
現在ゆめネットでは「防災プロ
ジェクト」が立ち上がっており、先
日の出来事はもちろん、改めて起こ
りうるであろう自然災害に立ち向か
うために、日々考案しております。
防災グッズひとつについても、ど
んなものが的確なのか？ また利用者
さんが家庭にいた場合はどうしたら
よいのか？ スタッフはどんな動きを
すればよいのか？ 等など。考えれば
考える程出てくる問題に少しでも早
く対応出来るように奮闘しておりま
す。
来なければいいのに・・・。これ
が 本 音 で す が、備 え あ れ ば 憂 い な
し。これを教訓にいつ災害が起こっ
ても、大丈夫なようにしていきたい
ですね。
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各事業所紹介・活動報告コーナー

各事業所紹介コーナー

生活介護部門

ゆめとまと

春にもお知らせしましたが２名の新
しい仲間を迎え、新たなゆめとまとの
カタチになってきている今日この頃で
す。
新人さんも最初は緊張気味でした
が、半年が過ぎて自分の役割を見つけ
たり、自由時間には自分の好きな時間
を過ごせるようになってきたり、徐々
にゆめとまとの中のペースをつかんで
きています！ Ｆｌａｐの昼食の荷物
に気付いて玄関に片付けしたり、掃除
の時間などにイスを運んだり、日々
「頑張らなくちゃ！」と意気込みが伝
わってきます！ 学生時代からのでき
ていたことも引き継いで、ゆめとまと
で活かしています！

仲間同士のコミュニケーションは、
好きな仲間を見つけたり、一緒の取り
組みで関わりが深まっています！
先輩メンバーのみなさんは、新たな
刺激が嬉しく、時には負けじと取り組
んでいます。全体での活動で、ふれい
広場の準備、お出かけ（ボタンcafeの
見学、風の子スクエアの外食など）
や、一泊旅行など共有のイベントを通
して、まとまりも強くなっています！
人数も多くなり、環境の使い方や関
係の複雑さで準備することも多くなり
ますが、日々新たな発見をしていきな
がら、ゆめとまとらしく団結していけ
たらと思っています！

就労部門

ボタンcafé

ボタンCaféが7月にオープンし、４ヶ
月が経ちました！
主に、ビルのテナントに入られてい
る企業の社員さんがお客様としてご来
店されています。
オープン当初、支援員は日々の業務
に追われ、申し訳ないですが仕事の指
導などとても丁寧にできる状態ではな
かったのですが…。
仲間たちはお皿を拭くことや片づけ
ること、野菜をカットすることなど何
でも飛びついて意欲的に関わってくれ
るのが、嬉しくてたまりません！
感動するほどの働きっぷりも見せ、
なおかつ私たちの気持ちも和ませてく
れ、そんな彼らと仕事ができて本当に
幸せです。

新人スタッフ紹介

余暇部門

≪安井≫ 記事１

≪新井≫

≪中村≫ 記事２

ゆめＪｒ

“ゆめジュニア”では学卒後の進
路として、ゆめネットでの活動を視
野に入れている方を対象に、余暇や
実習体験のサービスを提供しており
ます。活動は主に土曜日、月１回～
２回行っております。この活動を通
して、仲間とスタッフがお互いを知
り、慣れて行く事を目的としていま
す。
春は花見、夏は川遊び、秋は紅葉
や温泉、冬はクリスマス会など、年
間を通じてさまざまなイベントを
行っており、仲間たちも興味のある
企画を選んで参加して頂きます。そ
の中でも特に人気がある「作業実

新☆広報部

最近では常連さんもでき「元気？」
「頑張ってね！」と声をかけて下さい
ます。本当にありがたいです！ 場所
を提供して頂いた中産連ビルディング
様、仲介して頂いたＰＳＣ様、お客
様、ボタンの運営に関わっている皆様
にこの場をお借りして御礼申し上げま
す。
感謝の思いを忘れずにボタンの名の
通り、みんなでひとつひとつボタンを
かけあわせていき、今以上に仲間たち
が活躍できる場所に発展するべく、ス
タッフ一同気を引き締めて頑張ってま
いりたいと思います！
皆様、応援よろしくお願い致しま
す。
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（画：宮田）

記事４

習」という活動があります。こちら
は、ゆめネットの日中活動で行って
いる調理や箸入れ作業を体験して頂
き、将来の活動へ向けて練習の意味
も込めて取り組んで頂いています。
まだまだあどけない仲間たちです
が、日々大人へ向かって成長してい
く姿も見られ、継続して活動する成
果を実感する事が出来ております。
今年度もゆめジュニアを利用して
い る ６ 名 の 仲 間 が 卒 業 さ れ、ゆ め
ネットの一員となる予定です。この
活動を生かして、ゆめネットでの活
躍を楽しみにしています！

平成25年８月～９月活動報告

６

記事３

今年の８月末よりゆめネットの一員となりました、新井常三（アライ ツネミツ）と申
します。
ゆめとまとの支援員として働かせていただいております。
岡山県出身で、今年岡山より名古屋に引っ越して参りました。趣味は旅行と家電で週末に
なると家電量販店に出没しております。
福祉の職場の経験としては約９年あります。ですが未熟な点もありご迷惑をおかけする
と思いますが、今までの経験を生かし、仲間や保護者の方に信頼していただけるような支
援を行っていきたいと思っていますので、今後とも宜しくお願いいたします。

≪武吉≫

事柄
相談支援現任研修
（増村）(２２日)
管理者会議
自立支援協議会
（ケーススタディ）
（上原）
ゆめネット夏季休暇
（～15日まで）
金山SELPパン販売
（～23日）
工賃向上マネージャー養成講座
ぽこあぽこ実地指導
施設内新人研修
コアラハウスユーカリの会
ケアホーム（ぽるとわーる）内覧会

30

福祉制度研修（宮田）

3

防災研修（武吉）

9

施設内新人研修

10

管理者会議

12

コアラハウス生活介護キャンプ
（～13日）

18

金山SELPパン販売（～20日）

26

ゆめとまと１泊旅行

28

同朋大学人材フェア（小山・上原）

30

工賃向上マネージャー養成研修

平成25年１０月 活動報告
月

日

事柄

10

7

コアラハウスユーカリの会
保護者交流会（就労部）

8

管理者会議

10

コアラハウス１泊旅行
（～11日）

15

金山SELPパン販売
（～1７日）

17

集団指導研修（小山・上原）

18

美ら風リゾート実施監査

20

中川区福祉ふれあい広場

23

コアラハウスご家族定例会

29

施設内新人研修

【キョウコノゴロ】

