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 武吉尚さん、たけよし・ひさしさんとお読みします。 

 現在は今年度スタートの新部署「チームあま」の責任者を担っています。も

ともとキャリアも実力も、そして安定感も充分なので安心してお任せしたので

すが、半年が過ぎ、果たしてやはり期待以上です。新設の部署は全てが初めて

で、些細なことでも立ち止まり、悩み、時に迷うことも多いのですが、彼の

チームはことごとくそんな波を乗り越えて進んでいます。来年の新拠点整備を

前に、今は限られた環境での活動になっていますが、現状を嘆くのではなく、

不便さを知恵と工夫で補い、見事アッパレです!!ありがとうございます。

そして、彼からの的確な報連相で、私自身チームあまの状況を必要なだけ

把握できています。 

 ちょっとマニアックな例えですが、NHK大河ドラマ「黒田官兵衛」の、官兵衛が長い牢獄生活から救い出され、

その後の軍師ぶりに深みが増した… 武吉さんはそんな清濁併せ呑めるバランス感にあふれた印象です。が、そ

れは僕からのイメージで、同僚や部下からはまた違う印象もあるかと思います。しっかりと部下の声に耳を傾

け、その上で厳しいこともちゃんと伝えてくれる、落ち度があれば部下にも頭を下げてくれる、必要なら上司に

も掛けあってくれる。そんな厳しくも思いやりのある人、そんな武吉さん評をよく耳にします。もう離れて何年

も経つ職場からも、飲み会の際にはお呼びがかかる、そんな上司なかなかいないと思います。 

 あ、でも飲み会に武吉さんがいると盛り上がるから声がかかるのかな…彼は、お酒がまわると、やや賑やかす

ぎるというか、なんというか、また普段とは違う自由過ぎる一面もあります。その楽し過ぎる酔いの様子から、

「○○よし」というアダ名があったりもします（○○の中はご想像ください）。あと、たった一度のことです

が、法人での研修の際に、ふと睡魔に襲われウトウトしたことがあります。普段の真面目な仕事ぶりとのギャッ

プも相まって、その後しばらくは研修の都度、「武吉さん起きてる？」「ねむよしさんになってない？」などと

茶化されたりしていました。 

 私に対しても、部下に対しても、正論をバシッと言える強さがありつつも、周りから茶化されたりもする、そ

んな硬軟両面あるところが、武吉さんの魅力でもあります。そういえば、食事をしながら僕がキャンプの話を熱

くしている時もウトウトしていました…「眠くないですよ、眠くない」と苦し紛れの言い訳、下手でした。 

 今はあまの立ち上げで考えることもいっぱいですが、落ち着いたら、またウトウトするくらい平和で穏やかな

キャンプの話しましょうね!! 

【キョウコノゴロ】 
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平成26年8～9月活動報告 

 

月 日 事柄 

8 4 管理者会議 

  8 障害児相談支援部会（上原） 

  11 指導的職員研修（新井） 

  13 
ゆめネットお盆休み（～17日） 

ゆめネット特別通所（～15日） 

  14 相談支援従事者研修（池口） 

  19 中川区相談支援部会（上原） 

  19 金山SELPパン販売（～21日） 

  20 
サービス管理責任者研修（吉田・新井） 

(～21日) 

  21 JKA補助金申請説明会（鷹巣・上原） 

  25 地域福祉経営力強化講座（法人内研修） 

  25 名古屋市生活事業所連絡会（上原） 

  28 中川区ふれあい広場会議（奥村） 

9 2 金山SELPパン販売（～4日） 

  8 栄養士調理員研修（池口） 

  9 相談支援従事者研修（池口） 

  9 管理者会議 

  10 沖縄積立旅行（～12日） 

  13 あま新拠点近隣挨拶（武吉・上原） 

  18 ゆめとまと1泊旅行（～19日） 

  29 地域福祉経営力強化講座（法人内研修） 

平成26年10月 活動報告 

 

月 日 事柄 

10 2 労務管理研修（小山） 

  2 チームあま1泊旅行（～3日） 

  5 福祉人材フェア（鷹巣・上原） 

  8 中川区ふれあい広場会議（奥村） 

  9 
コアラハウス1泊旅行（～10日） 

就労部1泊旅行（～10日） 

  14 中川区相談支援部会（上原） 

  18 チームあま保護者会 

  19 中川区ふれあい広場 

  21 金山SELPパン販売（～23日） 

  22 ユーカリの会 

  29 サービス管理責任者研修（吉田・新井） 

  30 ゆめさぽ監査＆実地指導 

ハイライト: 

各事業所の紹介 

季節イベントの報告 

新人スタッフ紹介コーナー 

社会福祉法人ゆめネット 「あなたらしく わたしらしく」 

各事業所紹介コーナー 

目次: 

コアラ一泊旅行 2 

就労部一泊旅行 2 

とまと一泊旅行 3 

あま一泊旅行 3 

勝手ながら感謝状 4 

季節イベント 5 

新人紹介コーナー 5 

キョウコノゴロ 6 

理事長は見た！ 6 

秋といえば…    ≪ぽこ あ ぽこ施設長：池口≫  

   
   ゆめ通信ゆめ通信ゆめ通信   秋号秋号秋号   
      

第１７号第１７号第１７号   

 早いものでもう11月。秋真っ盛りで

すね！さて、秋といえば…〇〇の秋、

と色々な秋があります。「秋といえ

ば…」のランキングを集計しているサ

イトが色々有りますが、やはりダント

ツ1位は世代別に調べても「食欲の

秋」なんですね。秋の秋刀魚最高です

もんね。 

 楽しいばかりの秋もいいですが、先

のことを見据え、ちょっとまじめに考

える秋というのも素敵です。 

 9月1日は防災の日。ゆめネットでも

防災の日にちなみ避難訓練を実施し、

近年防災プロジェクトチームを結成

し、独自に作成したマニュアルに基づ

き、防災意識を高めるとともに、施設

内の危険箇所の洗い出しや修正、備蓄

品の点検補充等を行いました。 

 ある部署では実践に近い形でと思

い、突然の地震宣言とともに読み込ん

だマニュアルに従い行いました。先ず

は、身の安全を確保するために机の下

などに潜り込むわけですが、「あれ？

身を隠せる場所が思ったより少な

い！」と改めて気付かされ、練習であ

るものの本番さながらの緊迫感を持っ

て対応するスタッフをよそに、悠然と

いつも通りの流れで仕事の準備に余念

のない仲間たち… 

 我々の地域の指定避難場所となって

いる公園まで、避難経路を確認しなが

ら歩きました。この辺りは用水路なの

で水が氾濫すると歩けなくなるかな…

などもしもの事態を想定して歩きまし

た。皆さんそれぞれのペースですが、

横道に逸れること無く辿り着きまし

た。 

 実際に行ってみて気付いたことや考

えさせられた事が多かったです。 

仲間たちの純粋な思いや行動に向きあ

いつつも、繰り返し避難訓練や学びの

場を設けることで自分の身を守ること

の大切さを少しでも感じ取ってもらえ

れば幸いです。 

 この避難訓練がただの訓練で終わる

ことが一番望ましいですが、実践に移

す日が来ないとも限りません。 

 備えの秋…、秋のリストに皆様も一

つ加えて頂ければと思います。 

 

毎週更新中!!! 

 

http://blog.canpan.info/

yumenet1997/ 

 

楽しい日常いっぱいです♪ 

是非ご覧下さい!! 



 さて、先日コアラハウスでは一泊旅

行がありコアラハウス総勢40名で大型

バスに乗り、三重県方面へ行ってきま

した！ 

 バスの中では、DVDを観たりスタッフ

とお話をしたりと各々ゆっくりした時

間を過ごしていました♪ 

 みんながお待ちかねのお昼ごはんで

は、伊勢うどん＆てこね寿司を食べま

した。男性陣は余程お腹が減っていた

のか、あっという間に完食されていま

した！ 

 そして昼食後は鳥羽水族館へ。天気

は大雨でしたが、仲間達は気にする事

なく水族館を満喫されていました！ 

セイウチショーも迫力があり、とても

楽しく過ごすことができました！最後

に、ペンギンの置物と一緒にパシャ

リ！ 

 

そして大盛り上がりの！大宴会では美

味しい夕食を食べ、カラオケでは仲間

とスタッフも一緒に歌いとても楽しい

大宴会になりました！！ 

 2日目も変わらずみんな元気に、松坂

農業公園ベルファームへ行きリンゴ

ジャム作りの体験をして、作ったジャ

ムも美味しくいただきました！ 

 まだ、オープンしたばかりの三重県

総合博物館MieMuでは、仲間達もビック

リするほどの大きな象の化石もあり迫

力満点でした！！ 

 帰りはバスの中でお疲れかと思いき

や、仲間達は元気に過ごされていまし

た。 

 この2日間、仲間達やスタッフも、思

い出に残る楽しい旅行だったと思いま

す！！ 

 また来年も思い出に残る楽しい1泊旅

行にしたいです！ 
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各事業所紹介コーナー 

就労部一泊旅行        ≪山田≫ 記事２ 

コアラハウス一泊旅行       ≪水谷≫ 記事１ 

 すっかり過ごしやすくなった１０

月９日、就労部の仲間たちが待ちに

待ったイベント「就労部一泊旅行in

大阪」が開催されました。 

 大阪と言えば、吉本新喜劇！ 道

頓堀！ 通天閣！ たこ焼き！ お

好み焼き！ 串揚げ！大阪の味覚を

余すことなく、たっぷり味わってき

ました！ 

 しかし、旅行当日の大阪の天気予

報は「晴れ！」のはずが…道頓堀の

夜空からは、なかなかの雨が降り注

いでいました。天気には恵まれませ

んでしたが、それでもめげることな

く、しっかりと大阪の「食文化」を

楽んできました！ 

 そして、大阪のもうひとつの文化

といえば、「笑い」。事前にお笑い

について学習をし、笑いの中心「な

んばグランド花月」で本場の笑いを

肌で感じてきました！プロの芸人さ

ん相手にネタを披露する仲間もいた

り、一緒に写真を撮る仲間もいたり

と大盛り上がりのグランド花月でし

た。 

 仲間たちは、移動の車中でも歌っ

たりお話したり、思い思いの時間を

楽しんでいました。 

大阪での二日間、仲間たちは大いに

笑って、食べて、寝て…お仕事をし

ているときとは違う、リラックスし

た素敵な笑顔をたくさんたくさん見

ることが出来ました！来年の旅行に

むけてみんなお仕事頑張りましょう

ね！ 

去年の荒天中止から早一年が経

ち、今年は大丈夫かなと各所から

心配の声が上がっておりました。

ですが!!そんな心配も吹き飛ばす

晴天の中『第26回中川区福祉ふれ

あい広場』は開催されました。 

この日を楽しみにされていた仲

間の皆さんは朝からハイテンショ

ンで、日中活動等で頑張って練習

した大合唱も、ゆめネットらしく

楽しくダンスも取り入れながら参

加されていて、「他のどこよりも

盛り上がっていたよ！」と沢山の

方に言って下さるほどの盛り上が

りで大成功でした。 

炎天下の中模擬店のブースでは

就労部の仲間がドリンクとクッ

キーの販売を暑さで汗を流しなが

ら行っており、クッキーの方は頑

張りのお陰で完売することが出来

ました！仲間の皆さんの真剣な目

がとても印象的でしたね。皆お疲

れ様でした！ 

一人ひとりを見ていますと、模

擬店が楽しい・ステージを見るの

が楽しい・雰囲気自体が楽しい

等々、それぞれ違う楽しみ方をさ

れていました。そして帰っていく

仲間の皆さんは皆笑顔いっぱい

で、参加出来てよかったな。と本

当に感じました。 

来年は富田支所での開催になり

ますが、仲間の皆さんのどんな表

情が見られるか今から楽しみで

す！また一年後も皆で盛り上がり

たいですね！ 
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活動報告コーナー 

新人スタッフ紹介       ≪堀・小川≫  記事７ 

季節イベント ふれあい広場 ≪奥村≫ 記事６ 

 はじめまして。おもにカフェアイリスに勤務していま

す。堀 輝余子（ほり きよこ）です。 

 まだまだ慣れない点もあり、ご指導いただくばかりの

日々ですが、温かく気長に見守ってくださる皆さんに恵

まれ、感謝しております。 

 今後も頑張りますのでよろしくお願いいたします。 

 はじめまして。9月からパートとして働かさせて頂い

ている椙山女学園大学4年の小川 玲佳（おがわ れい

か）です。現在ぽこあぽことコアラハウスに勤務してお

ります。 

 趣味は和太鼓を演奏することです。いつか皆様の前で

披露できたらいいなと思っています。 

 皆様にご迷惑おかけすることも多いと思いますが、こ

れからよろしくお願い致します。 

（作：加藤・絵：宮田） 

○○の秋… 


