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各事業所紹介コーナー 

 新年明けましておめでとうございま

す。今年もゆめネットを宜しくお願い致

します。 

昨年を振り返ると、やはり思い出される

のは『東北大地震』ではないでしょう

か。個人的にはボランティアに行かせて

もらい、自分の目でその場を訪れた時、

いろいろなことを肌で感じ学ばせてもら

いました。 

ゆめネットとしては昨年２回の職員全体

研修として「防災研修」を行いました。

実際に起った際のシュミレーションをし

たり、どんなものが非常用物品として必

要なのかを話し合いマニュアル作りを

行っている最中です。実際の場面でこの

研修で学んだことが活かすことが出来た

らと思います。その他にも、昨年はもう

一つのテーマで職員全体で研修会を行い

ました。テーマは『虐待防止』です。 

 昨年、『虐待防止法』が成立したこと

をきっかけに、スタッフ全体で話し合お

うということになりました。 

研修は生活介護部門・就労部門とでそれ

ぞれ分かれて行ったのですが、各部門ご

とで話し合う内容が全く違い、面白かっ

たです。研修の中で、グループに分かれ

『どんなことが虐待にあがると思います

か？』という問題に取り組んでもらい、

その中で１番多くあがったのが心理的虐

待にあたるものでした。 
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     ゆめネット職員研修   ≪小山≫ 

生活介護では「不安を仰ぐことを言

う」、「食事の好みを決めつけて支援者

が選んでしまう」等言葉がないことで

行ってしまう支援が主にあがり、就労部

門では「過度な注意をする」、「業務に

追われて利用者さんの話を聞き流してし

まう」等、就労の現場ならではの項目が

あがりました。 

最後にこれらのあがった内容について

『起きないようにするにはどうしたらよ

いか？』ということでみんなで話し合っ

てもらい、いろいろ考えさせられる研修

になったわけなのですが、普段何気なく

行っている職員の行動も利用者さんには

どのように映っているのかを振り返るこ

とが出来た良い機会だったのではと感じ

ました。 

「身体的虐待」はもちろんいけないこと

ですが、改めて利用者さんの立場になっ

て考えてみると、こういう声かけをすれ

ばよかったなどの反省点が目立つ結果

に。いろいろな利用者さんがいるからこ

そ、いろいろな引き出しを用意して日々

支援させてもらわなければいけないので

すが、まだまだこのような研修はケース

検討以外にも必要なのかもしれません。 

今年もゆめネット職員一同、日々勉強し

ながら利用者さんと共に歩んでいく年に

出来たらと思っております。 
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 例年よりゆっくりペースの秋・冬の訪れ

となりました。 

仲間たちもマイペースを大事に日々活動

できています。 

10月はふれあい広場、11月は健康診断、

12月はクリスマス企画など、イベント盛

りだくさんでした。 

日々の箸作業や野菜の袋詰め作業などの

お仕事もしっかり取り組めた、ゆめとま

とでした。 

野菜の袋詰め作業は、１０月３８９袋、 

１１月２３７袋、１２月は３２６袋取り

組みました。 

今回は、お仕事をいただいている愛幸商

会さん（八百屋さん）に出張のお仕事も 

初めての出張のお仕事でしたが、仲間の

チームワークで行えました。 

野菜を計って、袋に入れて、シーラーを

かけて、ケースに入れる。といった工程

をいつものように作業出来ました！ 

これからも、チームワークよく作業に取

り組んでいきたいと思います！ 

平成２４年の１月には、いよいよ新成人

の湯浅友利加さんのお祝い式典がありま

す。楽しみに、仲間みんなで準備もすす

めています。 

ております。 

その他に、最近では紅葉を見に行ったり、

クリスマス会をしました。 

紅葉では、香嵐渓に行き模擬店が出ていた

ので、やきそばやたこ焼きを食べながら紅

葉を見ました。紅葉は、時期が早くあまり

でしたが・・・。雰囲気を楽しんできまし

た。。クリスマス会では、仲間や職員が一

緒に仮装したり、クリスマスメニューをみ

んなでたくさん作りました。クリスマス会

と言えば、ビンゴゲーム！！プレゼント交

換もあり、仲間たちも楽しめている様子で

した。ゆめジュニアの仲間たちも、色々と

経験しながら幅広く活動できるように一緒

に楽しく過ごしていきます！！ 

今回の余暇部門は、ゆめジュニアについ

てです。ゆめジュニアを開始して約2年が

経ちました。ゆめジュニアを現在利用さ

れている仲間たちは15名です。仲間たち

も増え、職員と楽しい日々を過ごしてお

ります。最近では、自分の要求など伝え

てくれるようになりイベントにも慣れて

きている様子です。その中でも、調理実

習&作業実習は自分たちの役割を把握し積

極的に参加しています。特に揚げ物やサ

ラダ系は完璧です！！作業でも、最初は

集中力が少ししかなく立って遊んだりす

るとも多くありましたが、最近では自分

のペースで集中して取り組んでいます。

継続する大切さを感じ仲間の成長も感じ

余暇部門 ゆめジュニア ≪上原≫     記事３ 

るとても良い企画となりました。 

常連さんの多いアイリスでは、いつもと変わ

らないコーヒーの味にメニューや内装の変化

を意識しています。最近はモーニングに、仲

間と作ったミニケーキかバケット&手作りジャ

ムを添えて提供し、意見を出しあいわいわい

と楽しみながら作っています。 

仲間たちは出来ることが増えると嬉しいよう

で、協力しながら意欲的に仕事に取り組んで

います。今年の目標はと尋ねたら、「アイリ

スでもっと上手に接客したい。遅刻しない。

頑張りたい」と仕事をしっかり意識してくれ

ていてとても嬉しかったです。良いチーム

ワークの沿ったアイリスへもっとたくさんの 

方が来て頂けるようみんなで頑張りたいで

す。 

2012年1月のアイリスは、店内から見える景色は

葉の無い銀杏並木と、コートを羽織り足早に歩

いていくビジネスマンばかり、季節の変わりを

実感しております。ところで昨年12月、向かい

のビルにあるライバル店コメダ珈琲が改装に入

り2週間休業したため、新規のお客様が多数来店

してくれました。新しいお客様は接客の仕方や

店内をよく見ているので、一層気を引き締め接

客にあたりました。仲間たちもお会いしたこと

ない方々とたくさん接することができ、メ

ニューの説明をするなどやり取りが増え良い刺

激になったようでした。また、スイーツが当た

るクリスマスくじ引き抽選会も同時期に開催

し、仲間たちは嬉しそうにくじ箱を持ち合いっ

こしていました。お客様と普段ないやり取りが

でき、お客様にもアイリスメンバーにも楽しめ
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就労部部門 カフェ・アイリス ≪井川≫    記事２ 

生活介護部門 ゆめとまと  ≪安井≫ 記事１ 



昨年１０月６日７日に、コアラハウス 生活介

護・就労部メンバースタッフと総勢４２名にて

大阪・奈良へと一泊旅行にいって参りまし

た。例年までは乗用車数台を連ねての移動

でしたが今年は大型バスを貸切という手段で

の移動を試みました。バスの中ではクイズ大

会も行われ大盛り上がり賑やかな旅路となり

ました。 

一日目は、海遊館組とＵＳＪ組と別れて別行

動をとりました。海遊館組はゆっくりまったり

と時間を過ごし大きな水族館でじんべいサメ

など観察しました。お昼に食べたカレーライス

は天保山マーケットプレイスの中でも人気メ

ニューで、スパイシーでフルーティーな味わ

いで、みんな満足気にたいらげていました。 

ＵＳＪ組はバス移動を途中下車しており、海遊

館組との合流のための移動には近鉄特急に

も乗車し、電車好きの仲間にとってはこの一

泊旅行一番の笑顔をみせてくれました。スリリ

ングなアトラクションにも参加でき笑いあり涙

あり冒険たっぷりのツアーとなり、あっという

間の楽しい時間でした。 

二日目は全員で奈良公園へ、大きな大仏様

もま近くで眺めて健康享受のご利益をしっか

り噛みしめてきました。鹿とすっかり仲良く戯

れる仲間もいたり、穏やかな空気の流れるな

か、全員そろって元気に２日間を満喫した旅

行となりました。また、今年も良い旅ができま

すように。 
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季節イベント・パートさん紹介コーナー 

コアラ1泊旅行        ≪中村≫ 記事４ 

成人式          ≪高塚≫ 記事５ 

新たな年を迎えゆめネットでは、1月6

日(金)に成人式が行われました。 

今年も当日は天候に恵まれ、とても晴

れやかな日となりました。今年大人の

仲間入りを果たされた新成人は、ぽ

こ・あ・ぽこの佐藤浩樹さん、ゆめと

まとの湯浅友利加さんの２名でした。

浩樹さんはジャケットスタイル、友利

加さんは和装とお二人ともとても素敵

な装いでした。 

式典が始まり、鷹巣理事長からお二人

との思い出話し等が語られた祝辞で始

まり、新成人を迎えられたお二人の幼

少期からの写真をスライドショーで上

映し、思い出を皆で共有しお二人の素

敵な笑顔を見る事ができ心がとても和

新人職員紹介！！     林寛子 

和みました。最後の浩樹さんの挨拶で

は、一言で会場を沸かせましたが最後は

しっかり決意表明をしていました。式典

が終わった後は、今年もカラオケに好き

な曲を皆で歌い大盛り上がりだったり、

美味しい昼食を沢山食べ満足そうだった

りと、皆いろいろな楽しみ方ができたの

ではないでしょうか！今年も、笑顔いっ

ぱいのゆめネット成人式を終える事がで

きました。 

最後になりましたが、ご参加して頂いた

方々にこの場をおかりしてお礼申し上げ

たいと思います。 

今年も、笑顔いっぱいのゆめネット成人

式を終える事ができました。 

昨年の１2月から、ゆめネットの職員とし

て働かさせて頂きます、林寛子と申しま

す。 

ヘルパーチームゆめさぽの職員として、皆

さんと関わらせて頂くこととなりました。 

以前は、美容師を7年間しておりまして、

福祉の仕事は未経験です。 

まだまだ、分からない事も多く的確な行動

や対応に欠く事が多くございますが一生懸

命、仲間たちを知る努力と、自分自身を

知って貰えるようにしていけたらと思いま

す。 

そして、今までの美容師の経験をゆめネッ

トに活かし、お役に立てれば幸いです。 

今後は、色々な現場に入らさせて頂きま

すし、お出かけなど、仲間たちと一緒に

楽しみながら経験をしていき自分自身も

成長していけたらと思っています。 

まだまだ、力不足ではありますが少しで

も皆さんの心に耳を傾け必要な事など一

緒に考えていきますのでよろしくお願い

致します。 

そのためには、努力を惜しまずにしてい

きますので、ご指導・ご鞭撻の程よろし

くお願い致します。 

 

今後ともよろしくお願い致します。 



今回紹介させてもらうのは、第３コアラハ

ウスの責任者を務める宮田剛生さんです。 

写真で伝わきるかわかりませんが、かなり

ガタイのいいがっしり系の男です。 

極真空手の使い手でもあり、ゆめネット職

員の野球チームでも当たれば、当たりさえ

すればセンターオーバー確実のパワーヒッ

ターです。肩も強く、キャッチャーの位置

にコントロールさえできれば、イチローば

りのレーザービームです… 少し余談が過

ぎました。 

宮田さんはゆめネットの無認可作業所時代

からの職員で、ゆめネットと一緒に成長し

てきた生え抜きの一人です。思い返せば随

分前の話になりますが、彼のここでのス

タートは高齢者向け宅配弁当の調理・配達

の仕事でした。比較的複雑な仕事に取り組

むことのできる利用者さんと一緒に、調理

や盛り付け、弁当の宅配や洗い物などの仕

事に取り組んでいました。そこを皮切り

に、その後５年ほどは就労部と呼ばれる働

くことへの取り組みを中心とした日中活動

の場で活躍してくれました。明るく親しみ

やすいキャラクターで、今でも就労部の利

用者さんには人気があり、好きな職員を選

職員・イベント案内コーナー 

 理事長は見た！！ 宮田編 

【キョウコノゴロ】 
平成23年11月～12月活動報告 平成24年1月活動報告 

ホームページをご覧ください。 

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

TEL:052-354-5826 

FAX:052-304-8925 

E-mail:nagoya@yume-net.or.jp 

〒454-0869 

名古屋市中川区荒子二丁目60番地 

社会福祉法人ゆめネット 事務所 

Page 4 

んで出かけるバースデー企画にはよく指名

がかかっています。 

また、前述の豪快なイメージとは合わない

のですが、ゆめネットでも指折りのきれい

好きで、彼が担当する現場はいつも整理整

頓され、清潔に保たれています。利用者さ

んをお迎えする現場をきれいに保つのはあ

たり前のことですが、あたり前のことをき

ちんとやり続けられるのは簡単ではなく評

価されることだと思います。 

などなど、素敵な話ばかりですが、宮田さ

んと私にはどうしようもない共通点があり

まして。実は２人ともこてこてラーメンが

大好きで、スープもきれいに頂いてしまう

タイプなのです。そんなことを１０年来続

けているのでお互い健康診断ではありえな

い数値をたたき出す不健康の２トップでも

あります。２０代の頃は身体がなんとか頑

張ってくれていましたが３０代もなかばに

なると身体の見えない部分がきしんできて

いるような感覚はあります。大好きなこの

仕事をずっと続けていくためにも、今年は

ふたりで健康なおじさんになっていく一年

にしていきたい、そう誓い合っています。 
 

月 日 事柄 

11 3 柳城短大学園祭販売（ぽこ・あ・ぽこ出店） 

  13 振替営業日（20・27日） 

  15 ゆめネットツアー（16・24・30日） 

  17 相談支援者研修（上原） 

  19 
西養護学校フェスティバル       

（ぽこ・あ・ぽこ出店） 

  28 金山ＳＥＬＰパン販売 

12 3 ゆめネットツアー(5・6・8・9・20・27日) 

  ４ 振替営業日（4・11・18日） 

  ５ 虐待防止法研修会（生活介護職員） 

  ８ サービス管理責任者研修（上原）（～９日） 

  12 虐待防止法研修会（就労職員） 

  14 金山ＳＥＬＰパン販売 

  29 ゆめネット冬季休暇（～１月４日） 

月 日 事柄 

１ ６ 
ゆめネット成人式 

ゆめネット職員旅行 

  10 ゆめネットツアー（11・13日） 

  15 振替営業日（２２日） 

  24 相談支援者研修（上原）（～25日） 


