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東北大震災から、はや半年の月日が
経ちました。被災地の皆さまには改め
て心よりお見舞い申し上げます。
今回の災害では津波が原因での大災
害となり、現地の光景やニュースでの
報道で知る限り、その壮絶な状況に心
が痛くなりました。災害にも色々な種
類があり、地震、台風、火事など、そ
の都度防災における対応が変わってき
ます。
ゆめネットにとっても、改めて災害
時や緊急時のマニュアルをより明確に
する必要性を感じました。
当日は普段通り過ごしていましたが、
私達支援者はすぐに大きな揺れを感
じ、利用者さん方にはあまり実感のな
いまま時間が過ぎていました。とっさ
の揺れに慌てた職員、それでも全員の
安全確保に避難を最優先し、机の下へ
移動しもらったり、声かけで移動が困
難な利用者さんには上から布団をかけ
るなどの対応をして揺れがおさまるの
を待ちました。その後、テレビをつけ
てみると津波警報の発令を確認し、各

≪江尻≫

部署の状況を確認、また、家族への安
否確認をしました。直接的な愛知県の
被害は少なく済みましたが、通信機器
等の回線パンクなど予測ができても回
避できない状況には困りました。
今回の震災を無駄にしない為にも、私
達支援員の防災意識の確認、また、施
設以外の場所で災害が起こり得ること
を想定した対策が大切です。
行政や自治体からの情報収集や避難所
に困らないよう事前の調査も必要で
す。
ゆめネットとして、１０月には全３回
の防災研修を実施することも決定しま
した。この研修では支援員、また、本
人さんやご家族方が安心して利用でき
るサービスの拡充に繋げていきたいで
す。
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各事業所紹介コーナー

生活介護部門

第３コアラ

≪宮田≫

記事１

ごとの取り組み内容を事前に理解して直
ぐに行動が出来るようになったりと、少
なからず仲間一人一人がこの短期間で
「こんなことが出来た！」と新たな一面
を見せてくれました。
その瞬間を見て感じる度に多くの喜びと
幸せを抱き、「頑張ってきて良かった」
と心の底から思います。
これからも仲間の新たな一面を少しでも
多く見ていきたいと、「あなたらしく
わたしらしく」をモットーに第３コアラ
ハウス一致団結で頑張っていきたいと思
います。
皆様、温かく見守って下さい。よろしく
お願い致します。

だんだんと寒くなり、冬の訪れを感じさ
せられる今日この頃、皆様いかがお過ご
しでしょうか。体長管理を十分に心掛け
て一日一日を乗り切っていきたいです
ね。
「新生！第３コアラハウス！」と紹介さ
せて頂いたのは１年半ほど前でした。
あれから早いものであっという間に月日
が流れました。仲間たちは変わらず元気
に毎日を通所しています。
仲間の中には、この一年半の間に急成長
をした人もいます。割り箸作業で箸を袋
に入れるのが苦手だった仲間が得意に
なったり、食事の配膳が上手に出来るよ
うになったりしています。そして、曜日

就労部部門

ぽこ・あ・ぽこ

≪中村≫ 記事２

今年度も半年が過ぎ残り半分となって来ま 生が多く、「卒業生が活躍されている姿を皆
したね。夏の暑さからも解放され・過ごしやす さんの前でみせてあげてください」とのこと
い季節でもあり、ぽこ・あ・ぽこが大活躍のイ でした。ぽこ・あ・ぽこのメンバー達も卒業
ベントの秋でもあります。イベントのオファー 校には思い入れも深くよく普段の会話の中で
も頂き１１月にはさっそく西養護学校のフェス も学校では「～なことしてた」と報告してく
テバルやいつも外販売でお世話になっている柳 れます。在校生の方や親御さんに、生き生き
城短期大学の文化祭にも出店させていただきま とお仕事し充実した日々が過ごせている卒業
す。注文が殺到するシーズンには普段以上に、 生たちがいるという事を多くの方に実感して
仲間たちの仕事が盛りだくさんになります。生 頂けたらなぁと思っています。こういったイ
地を作る事はもちろん、材料の買い出し、袋づ ベント出店の声をかけて頂ける事はとてもあ
め、実際にイベント参加による販売です。特に りがたいことです。仲間たちが活躍できる機
今回、西養護学校のフェステバルでは、ゆめ 会を与えて下さった皆様に感謝いたします！
ネットの利用者さんの中にも西養護学校の卒業 今後もパンやクッキーをお願いします！！

余暇部門

個別余暇

≪上原≫

今回の余暇部門では、個別余暇を紹介
したいと思います。個別余暇が始まって
から約１年が経ちました。始まった頃の
個別余暇は、仲間のみんなも緊張した様
子もあったり支援者さんにも戸惑いがあ
りました。しかし、今では仲間たちは、
行きたい所に行きたいと言ったり、支援
者さんは、色々な経験をして幅を広げる
という意味でチャレンジしたりしていま
す。それぞれの仲間たちにあった形で考
えてくれています。チャレンジ内容とし
ては、ゆめネットツアーと重複してしま
いますが『工場見学』することで経験を
活かしたり、仲間と一緒に雑誌を見てお

記事３

出かけしたりしています。仲間と支援者さ
んの想いを大事にして行なっています。そ
こで、経験や成長に繋がってほしいです。
その他通院介助でも、少し落ち着かない
様子であった仲間たちも、今では落ち着い
た様子で成長しています。中でも、限られ
た支援者さんで行っていたのが、今では
色々な支援者さんとも行けるようになって
きまた。たくさんの仲間たちに対しても支
援者さんたちが増えていけたらとも思いま
す。そして何より、仲間たちの笑顔を大切
にする大事さや経験など幅広い活動を目指
し日々頑張っていこうと思います。
今後のゆめさぽに、ご期待ください。
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季節イベント・パートさん紹介コーナー

とまと１泊旅行

≪鳥居≫ 記事４

9月15日・16日の二日間、毎年仲間たち
が楽しみにしている一泊旅行がありまし
た。今回の旅行のコンセプトは“ゆった
り・のんびり温泉旅行”ということで、
静岡県舘山寺温泉へ行ってきました。
出発してすぐに渋滞に巻き込まれるこ
ともありましたが、無事に予定していた
有名餃子店に到着。全員がおかわりをし
てたくさんのおいしい餃子を堪能し、仲
間たちのテンションは上がりっぱなしの
ようでした。
腹ごしらえの後は浜名湖でクルージン
グ。船に乗り込むのに少し怖がる仲間も
いましたが、出発してしまうと不安な顔
も笑顔に…。気持ちの良い風を体いっぱ
いで浴びながらクルージングを楽しみま
した。

沖縄旅行
めんそ～れ～♪先月の１３日から
１６日に積立旅行で沖縄へ行って参り
ました！！
お気づきの方もみえるかもしれませ
ん。そうです！あの台風１５号が沖縄
に最も接近していた時期の沖縄です。
台風がのんびりだったおかげで最終日
は何とか飛行機も無事名古屋まで飛ん
でくれましたが、ぎりぎりまで帰れな
いのではないかと不安だらけでした
（笑）しかし、そんな台風をよそに沖
縄は４日間とも天気に恵まれ、美ら海
水族館ではイルカショーを満喫し、サ
ンセットビーチでは沖縄の海でBBQを
して来ました！中でもとても印象に

≪竹内≫

旅館でもたっぷりの夕食を戴き、公園で
花火も楽しみました。“ゆったり・のんび
り”のはずが、花火で仲間たちもスタッフ
も大はしゃぎ♪してお疲れモード。。。し
かし、その疲れもしっかり温泉で癒してき
ました。
二日目はリンゴ狩りへ。自分の手で木か
らリンゴを取り、その場で食べる。普段で
はなかなか体験できないことを体験し、昼
食で高級うな重が待っていることも忘れ
て、たくさんリンゴを頬張る仲間たちとス
タッフでした。リンゴを食べ過ぎた私たち
でしたが、うな重は見事に全員ペロリと完
食！！こうして、“ゆったり・のんびり旅
行”改め“食い倒れ旅行”は全員の満足そ
うな笑顔で幕を閉じました。

記事５

残っているのがBBQの最後に見たエメラ
ルドグリーンの海に沈んでいく夕日で、
沖縄ならではのとても神秘的な景色でし
た。ホテルは日航アリビラというリゾー
トホテルで、言うならばまさに異世
界！！究極のリゾートを満喫ということ
で、プライベートビーチで泳ぎ、朝食バ
イキングをお腹いっぱい食べた後にふか
ふかのベッドでゴロリなど、ホテルもお
もいっきり楽しんできました☆あっとい
う間の３泊４日でしたが、仲間の笑顔に
沖縄の世界がマッチしたとても楽しい旅
行でした。旅行はやっぱりいいですね♪
沖縄最高！！

ゆめさぽキャンプ
先日ゆめサポキャンプと言うことで、１１
名の仲間達と４名のスタッフで長野県にあ
る高遠青少年自然の家へ行ってきました。
行きの車内から普段とは違う仲間の表情や
テンションを見て、このキャンプを楽しみ
にしているんだなという様子が伝わってき
ました。まず駒ケ岳SAでお昼ご飯を済ませ
た後は高遠少年自然の家へ一直線！到着後
はまずハイキングへ向かいました。所々疲
れを見せる仲間もいましたが、休憩したり
お茶を分け合ったりしながら、全員が最後
まで歩くことが出来ました。仲間同士が手
を繋いだり、相手を気遣ったりする様子が
見られ、とても印象的でした。

≪川野≫

記事６

夜はメインのキャンプファイヤーも行
い、大盛り上がり！じゃんけん列車で優
勝した仲間が、うれしくて踊りだす場面
もあり、とても楽しんでいる様子でし
た。歌にダンスにレクリエーションに、
みんな一緒になって楽しむことが出来て
いました。二日目はもちつきを行い、先
生の指導を受けながら全員がつく事に参
加しました。他の仲間を「よいしょ～」
という掛け声で応援するような場面も見
られました。
自分自身で楽しみ、また他の仲間と触
れ合って楽しみ、有意義にキャンプを過
ごされていたように感じました。
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職員・イベント案内コーナー

理事長は見た！！

江尻編

【キョウコノゴロ】
平成２３年８月～９月活動報告

平成２３年１０月活動報告

月

日

事柄

月

日

事柄

８

２

ゆめネットツアー（2・10・29日）

10

２

振替営業日（2・23日）

7

振替営業日（7・21・28日）

4

11

夏季休暇（11～15日）

ゆめネットツアー（4・12・13・19・
21・24・25日）

６

コアラハウス１泊旅行（６～７日）

24

相談支援従事者研修（24・25日）（上
原・鳥居）

１１

初任・中堅者研修（安井）

１

防災訓練・相談支援従事者研修（上原）

12

防災研修（12・19・26日）
（職員全体）

２

ゆめネットツアー（2・6・８・12・
13・22・27日）

16

中川区福祉ふれあい広場

19

コアラハウスご家族定例会

4

振替営業日(4・11日)

26

金山ＳＥＬＰパン販売

14

金山ＳＥＬＰパン販売

15

ゆめとまと1泊旅行

９
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