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 福手芽衣さん、とっても可愛らしいお名前で、とっても可愛らしいお嬢さんです。いや、でした、いや、で

す… だってもうママさんでもありますから。 

 福手さんは、職場では親しみを込めて「めいちゃん、めいさん」と呼ばれています。学校卒業後、幼児園を経

て、ゆめネットにやってきてくれました。第一印象は、元気いっぱい、ちょっと天然のお嬢ちゃんでした。天然

というか、箱入り娘というか、最初はご飯を炊くのにも慣れておらず、炊飯ジャーの前で計量カップをもって四

苦八苦していた姿が印象深いです。それが、今や、ゆめネットの食事部門であるFlapの若女将として、女将（素

敵な年長スタッフさん）と共に厨房を仕切ってくれています。 

 そして、一緒に働く利用者さんへも硬軟使い分けたメリハリのある支援をしてくれています。ただ優しい女性

支援者ではなく、若いながらも肝っ玉かあさん的な包容力で利用者さんを優しく包んでくれています。 

 ゆめネットの自慢のひとつとが、現場の雰囲気の良さですが、その中でも一二を争うFlapの明るさをつくって

くれているのはめいちゃんです。彼女の明るさとさりげない気遣いには、利用者さんもスタッフもみな助けられ

ます。とっても忙しく大変な部署ですが、「めいちゃんがいつも笑顔で元気に振る舞ってくれ、ほんと救われて

います」、とは彼女の上司の弁です。彼に代わって私からも感謝です、いつもFlapに元気と明るさをくれてあり

がとうございます。 

 などと、今の彼女の素晴らしさを、昔を知るベテランスタッフと話をしていると、「ほんとに成長したよね」

と、大抵なるわけです。（ここでいう昔とは、産休育休前のこと）となると、その場に居合わせた若手からは

「昔はどうだったんですか？」と。僕らは「いやいや、若かったよね～」と。環境

が人を育てる、と言われます。めいちゃんは子育て、家事、そして仕事とひとりで

何役もこなしています。そしてそこには全く1ミリも大変さや悲壮感はなく、常に明

るく元気なんです。昔はひょっとすると、「私が」とか「私は」が主語だったかも

しれませんが、今は「私たちが」や「私たちは」が主語になり、一緒に働く利用者

さん、スタッフ、そしてチーム全体のことを常に考えられるようになっているんだ

と感じます。 

 少し余談になりますが、彼女は僕にキャンプの楽しさを教えてくれた師匠でもあ

ります。今は、師匠を超えるほどキャンプに行きまくっている弟子ですが。シーズ

ン中にめいちゃんにあうと、「○○キャンプ場行ってきたよ!!」、「え、いいな

～、私も今度○○キャンプ場行くんです」といった会話が交わされます。 

仕事も、家事も、そして楽しみも、いろいろとやることはたくさんですが、これか

らもめいちゃんスマイルでFlapを、ゆめネットを盛り上げていってくださいね!! 
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平成26年11～12月活動報告 

 

月 日 事柄 

11 ６ 相談支援従事者研修（池口）（～7日） 

  ７ 救急救命研修（林寛子） 

  ９ マラソン大会 

  1０ 性と生の学びの講座（法人研修） 

  11 管理者会議 

  11 金山SELPパン販売（～13日） 

  17 感染症対策研修（増村） 

  18 中川区相談支援部会（上原） 

  20 サービス管理責任者研修（新井）(～21日) 

12 4 SELPセンターセミナー（吉田） 

  5 発達障害分野研修（竹内・山田） 

  6 福祉人材フェア（鷹巣・上原） 

  11 中川区自立支援協議会（上原） 

  16 法人研修（評価基準） 

  16 金山SELPパン販売（18日） 

  18 ぽるとわーる監査＆実地指導 

  18 クリスマス企画（ゆめとまと） 

  24 新任職員ステップアップ研修（水谷） 

  25 クリスマス企画（チームあま） 

  27 

ゆめネット年末年始お休み（～4日） 

ゆめネット特別通所 

（28日～30日・1月4日） 

平成27年1月 活動予定 

 

月 日 事柄 

1 7 サービス管理責任者研修（吉田） 

  9 ゆめネット成人式 

  13 管理者会議 

  14 個別支援計画研修（吉田・高塚） 

  20 金山福祉の店（～22日） 

  20 中川区相談支援部会（上原） 

  21 法人研修（評価基準） 

  23 ぽるとわーる保護者会 

  27 サービス等利用計画作成研修（小山） 
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２０１５年はどんな１年に…!? ≪コアラハウス管理者：小山≫  
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第１８号第１８号第１８号   

 新しい１年が始まりました。みなさ

んにとって今年はどんな１年でありた

いでしょうか？？ 

 例年、仕事始めに現場のスタッフへ

「今年の抱負」を聞いています。その

抱負を聞くことで自分のテンションや

ボルテージを上げさせてもらっていま

す。始まりが肝心ですので、今年もま

ずは気持ちを高めて望みたいと思って

おります。 

 さて、先日こんなランキングを見つ

けました。『新年の抱負ランキング』

です。見ていると、これがなかなかお

もしろく…。せっかくなのでみなさん

にそのベスト３をご紹介したいと思い

ます。 

 まず第３位ですが、『人脈を増や

す！』。恋愛や友達作りはもちろん、

仕事の幅を広げるためにも多くの人に

出会って“チャンスを広げたい”と思

う人が多いようです。 

 第２位は『節約』。今年の１０月頃

に消費税１０％が予定されています

が、それに向けてお金のやりくりを工

夫したり、これまでの使い方を見直す

人が増えているようです。 

 そして、栄えある第１位は…『ダイ

エット』です。納得ですね…。美容目

的で痩せたいという女性、トレーニン

グジムで体を鍛えたい男性、また年配

の方も健康目的でこのワードの抱負を

上げる方が多かったようです。 

 なかなか、現在の日本の状況が見え

てきそうなランキングですね。 

 「一年の計は元旦にあり」という、

ことわざがあります。計画は早めに

しっかりと立てるべきだという戒めで

すが、みなさんはどんな抱負を立てら

れたでしょうか？少しでもその願いが

叶うといいですね。 

 皆様にとって良き１年となりますよ

うに・・。 

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!! 



 昨年４月より新部署としてスタート

したチームあまですが、今年はいよい

よ海部郡の新拠点へ向け本格的に始動

する年となりそうです。 

 今年度はそれを見据え、仲間の皆さ

んと一緒に療育活動や、畑・園芸作

業、軽作業など色々な活動を行って参

りました。“夏秋野菜は豊作！冬はな

かなか･･･。” “花の苗って種から作

るの難しい･･･。”など、日々奮闘し

ながら来年度へ繋がる可能性や方向性

を模索しています。 

 一年目は新しいことへのチャレンジ

の年となったかと思います。もちろん

環境もそうですが、学生から社会人

へ、勉強から仕事へと変化が多かった

かと思います。思い返せば去年４月、

入所当時は戸惑いが多かった皆さん

も、今では見違える程に成長し、仕事

や活動に対する姿勢や、仲間同士の調

和など目を見張るものがあります。 

 成長というより、“きっと本来の力

を発揮し始めている！”と言うのが正

しい表現かもしれません。毎日を全力

で過ごす姿を見て、大切な事はいつも

仲間も皆さんから学ばせて頂く…とし

みじみ感じております。感じておるだ

けではよろしくないので、仲間の皆さ

んと手を取り合い形にして行けるよう

邁進していきたいと思います！ 

 今後もチームあまの動向を暖かく見

守って頂けたら幸いです。 
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各事業所紹介コーナー 

余暇部門 アートクラブ ≪竹内≫      記事２ 生活介護部門 チームあま ≪武吉≫    記事１ 

（作：加藤・絵：宮田） 

就労部門 カフェ・アイリス ≪吉田≫     記事２ 涙の最終回 

 新春とはいえまだ厳しい寒さが続

いておりますが、皆様いかがお過ご

しでしょうか？就労部の仲間たちは

正月休みのブランクを感じさせる事

も無く、元気に仕事に励んでおりま

す。 

 昨年を振り返ると沢山の嬉しいこ

とや楽しいことがありました。なか

でも、“カフェ・アイリス”に就業

参加する仲間が１０人になったこと

はとても嬉しく、誇らしく思いま

す。 

 カフェ・アイリスは国際センター

駅近くの企業ビル１Fにあります。最

近ではご近所にお住まいの方々もお

越し下さるようになりましたが、サ

ラリーマンのお客様が多く、店内で

商談などされていてなかなか気の抜

けない職場です。現在、毎日交代で

３名の仲間たちが就業しています。

就業開始時に比べるとみなさんしっ

かりと挨拶ができるようになった

り、トレーの持ち方が様になったり

と頼もしくなってきました。「今年

はもっともっとレベルUPします」と

張り切っております！ 

 カフェ・アイリスにお越しの際に

は、仲間たちの笑顔と、おいしい

「ぽこ あ ぽこ」のスイーツも用意

してお待ちしております。 

 最後になりますが、今年もどうぞ

よろしくお願い致します。 

今回で四コマ最終回となりま

す。今まで楽しみにしてくだ

さっていた皆様すみません！ 

そしてネタを下さった方々あり

がとうございます。 

また、別の場所でお会いでき

るのを楽しみにして下さい！ 

 数年前から健康診断は荒子事業所す

ぐ近くの、名古屋西病院にお世話に

なっております。 

今回から、抑制帯（注射時）の使用

や、絵カード（仲間の見通し用）など

を活用して、とくにゆめさぽスタッフ

が工夫して、仲間の痛みや不安の緩和

に力を入れました。 

ですが、毎年皆さんが苦労するとこ

ろが注射です。職員でも健康診断で何

が怖いと聞かれれば、やはり注射は痛

くて嫌なのではと思います。 

本来健康診断は、今後の健康増進・

維持の目的で行うものですが、仲間の

皆さんは病院での体験・経験として、

積み重ねていただければと思っており

ます。 

名古屋西病院さんの協力も仰ぎなが

ら、仲間の皆さんも年々受診が上手に

なってきました。しかし過去に採血が

毎回できなかった仲間が、初めてこの

健康診断で成功したこともありまし

た。 

保護者の皆様におかれましては、事

前の受診アンケートの記入ありがとう

ございました。 健康診断の結果は、今

後の非常時・災害時に活用することに

もなっております。 

本年度もほぼ全員の仲間と職員全員

が無事に健康診断を終えることができ

ました。結果がでるのが怖い！という

方もいらっしゃるかもしれないです

が、どんな結果であれ今年一年健康に

過ごしたいですね。 
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活動報告コーナー 

余暇部門 アートクラブ ≪竹内≫      記事２ 

新人スタッフ紹介 ≪中山・野口≫                        

季節イベント 健康診断 ≪安井≫ 記事６ 

 ゆめさぽの一つの活動としてスター

トしたアートクラブですが、気付けば

もうすぐ２年の月日が経とうとしてい

ます。思えば最初は手探りで、絵を描

くことが好きな仲間と、まったく絵心

のない職員＆陶芸経験のある職員とい

うメンバーで始まった活動でしたが、

創作活動に没頭する仲間やその作品を

見ていく中で、みんなの事を、みんな

の作品を伝えていきたい…そんな想い

も日増しに強くなっていきました。 

 今年度より「Art-motto（あっと

もっと）」と活動名も決まり、区役所

やあいちアール・ブリュット展、ふれ

あい広場での展示など活動の幅も広く

なってきました。また、先月より念願

の陶芸も始め、新たなスタートを切ろ

うとしています。 

 「Art-motto」の意味でもある、

「あっと驚くものをもっと伝えた

い。」「アートをもっと楽しみた

い。」のテーマを胸に、今年もアート

クラブ一同楽しく活動をしていきたい

と思います。 

 作品展を見る機会がありましたら、

是非仲間たちの姿を想像しながら楽し

んでいただけたらと思います。よろし

くお願いします。 

 はじめまして。 

 昨年12月より送迎ドライバーとしてお世話になっております、中山一義（なかやま か

ずよし）と申します。 

 まだ不慣れで勉強する事ばかりですが、頑張っていきたいと思いますので、どうぞよろ

しくお願い致します。 

 はじめまして！１月からパートとしてぽこ あ ぽこなどで勤務します。野口泰子（のぐ

ち たいこ）です。 

 小学３年と１年の男の子のお母さんです。読みきかせのボランティアもしています。 

早く仕事を覚えて、皆さんと美味しいクッキーを作っていきたいと思います。 

 これからよろしくお願い致します。 


