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 平成２６年の職員紹介第一弾は、生活介護の部門長を務める増村智章さんです。 

 思い起こすと、かれこれ１０年ほど前のことです。無認可作業所時代のコアラハウスにいわゆる就活で訪ねてきてくれた

のが始まりです。入職後は、現場では数少ない男性職員として獅子奮迅の働き、現場以外でも例えば、ぽこあぽこの焼き

菓子販売の仕組みづくりなどに知恵を出してくれました。デキる男として頭角を表し、２年ほど後には関係する生活支援事

業所の責任者に抜擢、まさに激動の支援費制度草創期を駆け抜けました。 

 その後、別のマンモス社会福祉法人で現場や相談支援業務などを経験し、さらにデキる男になって、一昨年、古巣のゆめ

ネットに戻ってきてくれました。再登板後の印象的な仕事としては、彼が発案・実施をしてくれた「支援の見直し研修」と「（支

援の）セルフチェックの仕組みづくり」です。自分たちの支援を見直すきっかけをつくり、さらにそれが一発で終わらない仕組

みも築いてくれたわけです。 

 などと…今回はいつも以上にいいことばかり並べてしまっているわけですが。そんな彼が深く反省することが、だいたい年

に２度あります。それは、職員歓迎会と忘年会、それぞれの翌朝です。お酒が少

し入ると赤ら顔で、楽しく明るく盛り上げてくれるのですが、本人は毎回やり過ぎ

たぁ…、羽目外しすぎたぁ… と凹んでいます。まわりはそんな増村さんのおちゃ

めな一面を熟知しているので、いつもの楽しい顔が出てきた!!と喜んでいるわけで

すが、本人的にはNGのようです。しっかり者が時にバカになれるのは、人としての

魅力だと思いますが…。 

 締めにもうひとつ彼の魅力を。私が彼に感謝していることですが、職員内にある

仲良し第一主義的なものに、いい意味での一石を投じてくれていることです。和を

大切にしすぎて遠慮し、言うべきこともいいづらい、そんな雰囲気がある中で、私

に対してもきちんと意見を言ってくれるのはありがたく感謝しています。 

無認可作業所時代を共に乗り越えた同志、お互いじい様になるまで一緒に切磋

琢磨していきたいです。これからもよろしくお願いします!! 

【キョウコノゴロ】 

（画：宮田） 

平成25年１1月～１2月活動報告 

 

月 日 事柄 

11 3 柳城短大文化祭参加（ぽこ） 

  5 金山SELPパン販売（～7日） 

  9 西養護学校いずみの会（ぽこ） 

  12 

ゆめとまと・ゆめれん実施指導 

福祉人材フェア（小山・上原） 

管理者会議 

  18 保護者交流会（コアラハウス） 

  21 
サービス管理責任者研修（生活） 

（池口）（～22日） 

12 6 障害児相談支援部会（上原） 

  8 ケアホーム研修（竹内・川野） 

  10 管理者会議 

  17 金山SELPパン販売（～19日） 

  
18 

相談支援研修（江尻） 

自立支援協議会（上原）   

  19 とまとクリスマス会 

  20 救命救急研修（増村） 

  28 ゆめネット冬季休暇（～１月5日） 

  29 年末年始特別通所日 

平成26年１月活動予定 

 

月 日 事柄 

1 5 年末年始特別通所日 

  9 
就労サービス管理責任者研修 

（就労）（竹内）（～10日） 

  10 ゆめネット成人式 

  14 管理者会議 

  15 金山SELPパン販売（～17日） 

  16 
岡崎医療刑務所見学研修 

（鷹巣・上原） 

  17 予算・決算対策研修（小山） 

  21 ぽるとわーる保護者交流会 

  30 
サービス管理責任者研修（就労） 

（宮田）（～31日） 

  31 

サービスと利用計画、 

フォローアップ研修 

（加藤） 

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 

「祝」よい一年でありますように!!「祝」よい一年でありますように!!  

２０１４年！ 
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大きな経験を積んで  ≪ゆめとまと管理者：安井≫ 

   
 ゆめ通信 冬号 
  

第１４号 

 厳しい寒さが続きますが皆様いか

がお過ごしでしょうか。ゆめネット

の仲間の皆さんは、寒さに負けず元

気に活動されています。 

 昨年は念願のケアホーム（ぽると

わーる）のスタートや、ボタンcafe

のオープンなど、ゆめネットとして

新たなチャレンジの年でした。 

 ゆめとまとからはケアホームに３

名入居されています。開始以前より

世話人さんを中心に、仲間の想いの

汲み取りなどなど、細かな事前の準

備など進められました。その成果も

あって、スタッフが想像したより

も、仲間の皆さんはスムーズな入居

ができました。今では第二の自宅と

して、とってもリラックスした表情

で過ごされています。 

 ボタンcafeのほうでも毎週一回ゆ

めとまとから仲間を送り出せていま

す。就労の先輩やスタッフに混じっ

て始めは緊張の表情でしたが、今で

は付き添いスタッフもなく、一人で

充実した表情で働かれています。 

 ４月にゆめとまとに加わった新し

い2名の仲間も、それぞれの役割が板

について、すっかり馴染んでいま

す。 

 昨年はそれぞれの歩みでしっかり

経験を積んで、皆さんひとまわり大

きくなったなという印象です。 

 今年も日々の取り組みや、いろい

ろな社会参加の経験などを重ねて、

チャレンジある年にしていきたいと

思います。 

 また、ゆめネット全体が今よりも

地域に根づいていけたらと思ってい

ます。 

 今年もゆめネット一同よろしくお

願い致します。 

ホームページもご覧ください。 

http://www.yumenet-koara.jp/ 



 ついに２０１４年が始まりました。

今年も第３コアラは毎日笑顔で参りた

いと思います。皆様どうぞよろしくお

願い致します。 

 さて、今回は昨年１０月から始まっ

た第３コアラの新たな取り組み“紙漉

き”作業の様子のご紹介をさせていた

だきます。まだまだ試行錯誤の毎日で

すが「失敗は成功のもと」と信じ皆で

日々頭を悩ませながら、楽しく作業し

ております。 

 仲間の得意に合わせ「フィルムはが

し班」「紙をちぎる班」「ハサミで牛

乳パックを切る班」「紙漉き作業をす

る班」と別れて作業しております。始

めて間もないですが、仲間の皆さんが

自分の仕事に責任とやりがいを持って

いる様子は新たな発見に繋がり、参加

する私達スタッフも日々楽しんで作っ

ております。 

 この取り組みを活かし、今年の年賀

状は紙漉きで作成しました。仲間の皆

さんが作った紙漉きハガキに、自分た

ちで１つ１つハンコを押し、世界に1つ

の素敵なオリジナル年賀状ができまし

た。元旦には無事、第３コアラの年賀

状は仲間の皆さんのお手元に届いたよ

うです。 

 これからも仲間の皆さんと一緒に素

敵な作品を作っていきたいです。 

 改めまして、今年もよろしくお願い

致します。 

大切ですよね。 

温泉はもちろんですが、なんと

いってもやはり食事も楽しみの一つ

ですよね！それぞれのご当地名物や

仲間の皆さんの好物を食べている表

情は、見ていて幸せな気持ちになり

ます。本当に美味しい物がいっぱい

あって選ぶのに迷ってしまいます！ 

今回は温泉にスポットをあててご

紹介させていただきましたが、次は

どんなゆめツアーになるのか今から

私達もワクワクしております。今年

も仲間の皆さんと一緒に楽しんでい

きたいと思います。 

寒々とした日が続いておりますが

皆様いかがお過ごしでしょうか。 

私たち「ゆめさぽ」では、この季

節ならではの余暇を中心に実施して

楽しんでおります！この時期の楽し

みの一つといえば「温泉」です。知

多半島や三重県や郡上八幡…もちろ

ん名古屋にも素敵な温泉はいっぱい

あります！体の芯から温まり、健康

にもよく、仲間・職員皆大好きで

す。 

温泉でゆっくりまったりとした一

日を過ごすと、仲間の皆さんは嬉し

いことに、素敵な表情をみせてくれ

ます。このような時間を過ごすのも

余暇部門 ゆめさぽ ≪山川≫ 記事３ 

り箸袋のスタンプ・箸入れも行ってお

ります。仲間達にはスタンプ作業が特

に人気で、とてもキレイにスタンプを

押してくれます。 

ボタンcaféの他にもはちみつカフェ

のソース作り、買い物業務、ぽると

わーるの食料作り等、ありがたいこと

にお仕事が盛り沢山。忙しながらも仲

間達で仕事を分担して日々取り組んで

おります。 

今年もFlapは、チームワークで和気

あいあいと頑張っていきたいです。こ

れからもFlapを温かく見守って頂けた

ら嬉しいです。 

今年もよろしくお願い致します。 

１年あっという間に終わり、また

新たな１年が始まりました。 

皆様何か目標をたてましたか？私

は「嫌なことは忘れ、明るく元気に

楽しく過ごす」です。Flapは「去年

よりもおいしい料理を提供し、チー

ムワークを大切に仕事をしていこ

う！！」を目標に楽しく仕事をして

いきたいと思っております。 

Flapでは各事業所のお昼ご飯作り

を主に行っており、年々ゆめネット

内の人数が増え、今では1日80食も

作っています。その他では、ボタン

caféの副菜からメインの料理を作っ

ております。 

また、注文票のスタンプ押し・割
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各事業所紹介コーナー 

就労部門 Ｆｌａｐ ≪福手≫ 記事２ 

生活介護部門 第３コアラハウス ≪林≫ 記事１ 

余暇部門 ゆめさぽ ≪山川≫ 記事３ 
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活動報告コーナー 

新人スタッフ紹介  ≪竹内・緒方≫  記事６ 

 昨年11月より、主にゆめとまとでパートとして勉強させて頂いております、日本福祉大

学の竹内俊貴（たけうち としき）です。話をするのがとても好きです。大学では常に友

人と一緒にいて、一人でいる事のほうが少ないくらいです。 

 元々福祉の仕事に興味を持っていたのですが、昨年９月にゆめネットにてインターン

シップをさせて頂いたおかげで、さらに興味を持ちました。 

 まだまだ分からない事が多く、迷惑等をかけることがあるかと思いますが、一生懸命頑

張らせて頂きたいと思っております。よろしくお願いします。 

季節イベント②部門 初詣 ≪岸≫ 記事５ 

季節イベント①部門 成人式 ≪新井≫ 記事４ 

 昨年の秋からボタンカフエでお世話になっています、緒方陽子（おがた ようこ）で

す。 

 学生時代に別の法人の作業所で働いた経験は少しありますが、飲食店での就労経験は初

めてです。慣れないこともたくさんありますが、仲間の皆さんはとても素直で明るく、毎

日楽しく働かせていただいています。 

 人見知りのため、初めての方とはどうしても緊張してしまう性格ですが、頑張っていき

たいと思っています。どうぞ皆様今後ともよろしくお願いします。 

囲気の中、新成人の皆さんの素敵な

笑顔を見ることができました。また

プレゼントの写真とＤＶＤはとても

喜んでいただけました。 

式典後はカラオケでワイワイ騒い

だり、美味しい昼食を食べたりとお

なかいっぱいで仲間の皆さんはとて

も満足されていました。 

今年も笑顔いっぱいのゆめネット

成人式を終えることが出来ました。 

最後になりましたが、ご参加して

頂いた方々にこの場をお借りして熱

く御礼申し上げます。ありがとうご

ざいました。 

新たな年を迎えた1月10日にウイン

クあいちにてゆめネット成人式を行

いました。 

当日は天気に恵まれ、男性3名・女

性3名の6名が大人の仲間入りをされ

ました。新成人の皆さんは式典開始

直後は緊張されていましたが、祝辞

後の花束贈呈になると、きれいな花

束を前に緊張もほぐれ笑顔もみられ

ていました。 

みんなで乾杯をした後は職員から

のプレゼントで、幼少期からの写真

とメッセージビデオをスライド

ショーで上映しました。和やかな雰

お願いしたよ!という仲間もいました

(笑) 

そんなお願いも私達にとっては大

切な情報です。夕方支援や日中のお

出かけ用に、個人のやりたいことや

食べたい物を何気ない話から日々

キャッチしてゆめさぽに伝え、外出

支援に生かせるように考えておりま

す。 

好きなこと・働くこと全ての喜び

を一緒に分かち合えるように、今年

も楽しく活動していきたいと思いま

す。 

今回は新年初の恒例行事、初詣での様

子についてご紹介します。 

コアラハウスの初詣は毎年恒例となっ

ており、場所はゆめネットからも近く、

地元の皆様に『荒子の観音さん』と親し

まれている荒子観音に行ってきました。 

まずはお賽銭を入れるのですが、お金

を握ったまま中々離さない仲間もいて、

一緒にせーの！で手を離しました。 

鈴を鳴らして手を合わせ、みんな静か

にお願い事をしています。何をお願いし

たか聞いてみると、内緒！や動物園！と

言ったり、ラーメン食べれますに！って


