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各事業所紹介コーナー 

 桜の開花と共に、春らしい陽気が感じ

られる季節となってまいりました。 

ご縁をいただいて、ゆめとまとの管理者

を務めさせていただきます、安井一平で

す。 

入社後、一番はじめの挨拶の時に、「感

謝の気持ちを忘れず励んでいきたい」と

挨拶させていだだきました。 

ゆめネットでお世話になって今年で5年目

になります。いろいろな方の暖かいご支

援によって、今の自分が築かれていると

感じています。改めて初心に戻って、感

謝を忘れず仲間の皆さんと向き合ってい

こうという気持ちです。 

さて、今年度ゆめネットは、8名の仲間の

皆さんを新たに迎えました。 

そして、ゆめネット第一弾となるケア

ホーム（チャレンジホーム）に挑戦して

いく年でもあります。 

ゆめネットとして、大きな一歩を踏み出

す年です。 

ケアホームの準備に当たっては、建物の

環境や仕組みを考えたり、スタッフの育

成や仲間との信頼関係を作るなど、ゆめ

ネット職員が一丸となって行っていると

ころです。 

個別面談などで、「長い間一緒に暮らし

ている子どもが離れることは大変寂し

い」との声が聞かれました。 
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新たな環境へ挑戦していくことは、期待

も大きいですが、もちろん不安なことも

たくさんあります。 

その中で私たちが出来ることは、まず仲

間の気持ちを考え寄り添っていきます。 

ゆめネットのモットーの『あなたらしく 

わたしらしく』を忘れずにいきたいとも

思っております。 

そして家族の皆さんに安心していただけ

るよう繋がりを大事にしていきたいで

す。 

 

日中・余暇・住まいの場、それぞれが

しっかりと役割を果たし、互いに協力し

ながら、仲間の生活をサポートしていけ

るように、日々取り組んでまいります。 

 

ゆめネットの大きな歩みと共に、私自身

もひと回り大きく成長していける年にし

ていきたいと思います。 

今年度もどうぞ、よろしくおねがいしま

す。 
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 早いもので第３コアラハウスが出来て、

間もなく２年が経とうとしています。第

３コアラハウスの始まりは、第１コアラ

ハウスから移動された４名と新入所の２

名の計６名でのスタートとなりました。

私もゆめネットに入って日が浅く、今思

えばお互い少しよそよそしくしていたよ

うに思います。毎日顔を合わせているう

ちにだんだん地が出てきて、主張も多く

なってきました。こちらも譲歩出来ない

ことはきっぱりお断り。この頑固者～と

思われているかな？正直分からない事も

多く不安や心配が盛りだくさんでした。 

とは言え、仲間達はもちろん、スタッフ

も居心地の良い場所を作りたくてみんな

で頑張ってきました。 

 新年度は第１コアラハウスから２名移

動、新入所の方が４名で、総勢１２名の

仲間になります。どんな第３コアラハウ

スになるのか、今からドキドキわくわく

しています。１２名の仲間達とスタッフ

とで、施設内でも地域においても明るく

楽しい居心地の良い場所を作っていきた

いと思っています。新しい第３コアラハ

ウスをどうぞよろしくお願いします。 

余暇部門 ゆめネットツアー ≪川野≫     記事３ 

工房的な雰囲気に変わり、以前より仕事の

色が強くなってきた趣があります。今思う

とゆっくり歩んできたぽこでしたが、確実

に仲間たちは成長し、たくましくなり、頼

もしくなってきました。 

今まであった仲間たちのチームワークを

バッチリ活かし、仲間たちの笑顔が変わる

ことなく、充実感と成長を感じられる一年

にしていきたいと思います。 

美味しいお菓子をお届けできるよう頑張り

ます！どうぞ皆さんご賞味下さい。 

 ぽこ・あ・ぽこでは前年度の末に改修工事

が行われ、新しい業務用のオーブンやミキ

サー、ガスコンロが導入されました。また、

部屋もふた部屋の壁が取り壊され、作業を効

率的に広く行えるようになりました。 

メンバーは変わりませんが、新たにパートさ

んでパティシエの方が加わり、焼き菓子と調

理パンを中心にぽこの商品を展開する方向性

になりました。今までのレシピも見直し、よ

り美味しくて喜んで頂けるものを作れるよう

に、仲間も既存のスタッフも真剣に取り組ん

でいます。また、隣には「はちみつカフェ」

がオープンする事になり、そちらでもぽこの

スイーツを扱って頂ける事になりました。  
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各事業所紹介コーナー 

就労部部門 ぽこ・あ・ぽこ ≪中村≫    記事２ 

生活介護部門 第３コアラウス ≪吉田≫ 記事１ 

 ゆめネットツアーは、現在半年分ずつの

イベント発送を行い、その中で希望を記入

してもらって、参加者を決めさせて頂いて

います。先日４〰１０月のゆめネットツ

アーの参加者が決まり、春や夏ならではの

企画がスタートしました。仲間と職員一緒

に、大いに楽しんで行きたいと思います。 

 さて、最近のゆめネットツアーでは、先

月いちご狩りへ行ってきました。仲間達は

やはり赤いやつが甘いと分かっているよう

で、赤くておいしそうな物を選び、上手に

ちぎって食べていました。気付けば２０

個・３０個と、制限時間内いっぱい食べ、

表情もうれしそうに見えました。 

その他に、そば打ち体験の企画もあり実際

にそばをみんなで打って来ました。中には

先生の説明を聞きながら、積極的に伸ばし

て作って行く仲間もいました。 

そして見事な完成ですごかったです。 

やはり自分たちで作ったそばは格別なの

か、みんなペロリと平らげ、また自家製の

天ぷらも堪能しました。 

 今回もゆめネットツアーを通して、仲間

の新たな発見ができ、またいろいろな表情

を見る事ができ、とても実りある企画に

なったと思います。これからも仲間がいろ

いろ楽しみながら学んで成長できるような

場になればと思います。 



 ゆめネットの平成24年度最初の行事『入

所式』が、4月2日ウインクあいちで盛大に

行われ、今年は8名の仲間達がコアラハウ

スに加わりました。当日は天候に恵まれ、

桜の開花はまだまだですが、入所式ではた

くさんの笑顔の花が咲いていました。入所

式前には恩師の先生と再会し、とても嬉し

そうな顔をしている新通所生さんの顔が印

象的でした。式典が始まると、皆とても落

ち着いた様子で理事長の鷹巣さん、施設長

の小山さんの話しをしっかり聞いていまし

た。恩師の先生のお祝いのお言葉を頂いて

いる時の新通所生の方々は、これから社会

人として頑張っていこうという表情がみら

れました。 

先輩からのお祝いの言葉では、堂々と大き

な声で新通所生へお祝いの言葉を伝えてい

て、立派なあいさつでした。 

今年は、会場が変わったため写真撮影は会

場の中でしたが、こちらでも笑顔の花いっ

ぱいで写真撮影が行われ、入所式を終える

ことができました。 

新たな仲間も増えよりパワーアップしたコ

アラハウスをこれからもよろしくお願い致

します。最後になりましたが、入所式に参

加していただいた方々に、この場をおかり

して御礼申し上げます。ありがとうござい

ました。 
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季節イベント・パートさん紹介コーナー 

入所式        ≪高塚≫       記事４ 

新人職員紹介！！（池口さん・武吉さん・増村さん・平野さん）   記事５ 
 皆様、はじめまして…そしてご無沙

汰しております。池口信男(いけぐち 

のぶお)です。この度ご縁を頂きまし

て、再びゆめネット職員として、皆様

とご一緒させて頂きます事を大変嬉し

く思います。コアラハウスがまだ無認

可の小規模作業所と呼ばれていた時代

を経て、社会福祉法人ゆめネットとし

て皆様と『あなたらしく わたしらし

く』を模索しながら日々の活動に取り

組んでいた当時の気持ちを心の糧に、

これからも活動していく所存です。主

に就労部門『flap』にて皆様と関わっ

ていく事になりますが、芸術分野等、

今まで培ってきたものを発揮して、ゆ

めネットの支援の新たな一役を担えた

ら本望です。よろしくお願いします。 

 ４月より、ゆめネット職員として

働かせ頂いております、平野友理恵

と申します。今年の３月に同朋大学

社会福祉学部を卒業し、この度ケア

ホーム専属職員として採用して頂き

ました。 

現在は、夏のケアホーム開所に向け

て、各現場で皆さまと関わらせて頂

いております。 

ゆめネットは、社会人として初めて

の職場となりますので、まだまだ未

熟ではありますが、大学時代に学ん

だ知識と経験を活かして努力してい

きたいと思っております。仲間とた

くさんの事を共に経験し成長してい

けたらと思っておりますので、今後

ともよろしくお願い致します！ 

 この春よりゆめネットの一員とな

りました、33歳・一児のパパ、武吉 

尚（タケヨシ ヒサシ）と申しま

す。 

ゆめとまとの支援員として働かせて

頂きます。色々なご縁や繋がりで今

に至りますが、その想いを裏切らな

い様、しっかり腰を据え一つ一つの

事をじっくりと取り組んでいきたい

と思います。 

まずは仲間の皆様や親御様、支援す

るスタッフの皆様に認めて頂けるよ

うにこの一年を過ごしていきたいと

思います。今後ともよろしくお願い

いたします！  
 

 皆様はじめまして、増村智章（ﾏｽﾑﾗ

ﾄﾓｱｷ）です。仲間や保護者の皆様に

は、｢見覚えあるな～！｣と思った方も

あるかもしれません。そうなんです、

私はH15年コアラハウスでH16～17年と

い～ま中川で勤めておりました。その

後は三重県の障がい者福祉施設で勤め

ており、プライベートでは結婚して今

や一児のパパとなりました！私の在籍

時と比べると着実にゆめネットの輪が

広がっていることに感銘を受けまし

た。仲間や保護者・スタッフのたくさ

んの頑張り、そして地域の皆様の暖か

いご理解があったことと思います。私

も今後はその輪に入り、深く広くして

いけるよう頑張っていきますので、宜

しくお願いします！！ 



４年前に、ダメージジーンズにドクロのTシャツ

で面談にやってきたのが、そう加藤幸正さんで

す。 

ゆめネットの弁当部門のパート募集をしていた時

です。人は見かけによりません。いざ面談でお話

をしてみると、非常に丁寧に誠実に、しっかりと

受け答えしていただき、私自身そのひと人柄の

ファンになりました。すぐに弁当部門のパートさ

んとして活躍していただき、気がつけば職員に

なっていただいており、今はカフェ部門の責任者

としてゆめネットの就労支援事業にはなくてはな

らない存在です。 

といいますか、カフェ部門を立ち上げ、今の３店

舗体制まで広げてこられたのは加藤さんの存在が

あってのことです。心から感謝しています、あり

がとうございます。加藤さんを語るに、この誌面

では到底足りないのですが、その一部をご紹介し

ます。 

加藤さん自身がバーテンダーでオーナーでもあ

り、経営と調理・サービスの現場も知る飲食サー

ビスのプロフェッショナルです。 

ゆめネットには福祉のプロはたくさんいますが、

福祉の力だけでは限界もあり、その限界を超えて

いくために加藤さんの力が大きな役割を果たして

くれています 

お店で働く利用者さんへの支援と、お店にみえる

お客さんへのサービスと、これを共に完璧にこな

してくことは難しいことです。就労部門ではまさ

にその難しさに挑んでいるところで、加藤さんは

その方法を探すことに努力を惜しまず、誠実に取

職員・イベント案内コーナー 

 理事長は見た！！ 加藤編 

【キョウコノゴロ】 
平成24年2月～3月活動報告 平成24年4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 
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り組んでくれています。２年前には、京都の舞

鶴にある障害者の働くフレンチレストランに１

週間出稽古され、先月も遙か高知の障害者の働

くお店に出稽古に行かれました。その積極性に

は本当に頭が下がります。 

と、そんな加藤さんですが、私が感じた意外な

一面もあります。 

トイ・ストーリーというアニメ映画があります

が、その完結編にあたるスリーを見て、大泣き

されるのです。おもちゃの持ち主である少年が

大人に成長するなかで、おもちゃとの別れがあ

るわけなのですが、そこで涙腺をやられてし

まったようです。確かに素敵なストーリーです

が、普段クールな加藤さんのイメージなので、

そのギャップに驚きでした。 

ゆめネット内外を問わず、加藤さんのファンは

多いのですが、その魅力のひとつはきっとクー

ルさのなかにある豊かなハートだと思います。 

ゆめネットでは４月末頃に３つめのカフェ「は

ちみつカフェ」がオープンします。加藤さんは

その責任者として寸暇を惜しんで準備にあたっ

てくれています。 

お客さんがあふれるお店で働くことで、障害ス

タッフのみんなもやり甲斐をもち、成長がで

き、そして工賃が上がっていくと彼は考えてい

ます。きっ素敵なカフェができあがります。ぜ

ひ皆さんゆめネット、そして加藤さんの想いの

こもった「はちみつカフェ」にご来店くださ

い。 

月 日 事柄 

２  3 
アメニティーフォーラム（鷹巣・小山   

上原・竹内）（～５日） 

  5 自閉症研修（岸・吉田） 

  15 コアラハウスユーカリの会 

   ゆめネットツアー（9・13・16・17・22） 

  26 成年後見制度研修（上原） 

   振替営業日（5・12・19・26） 

3 2 セーナー苑講師（小山） 

  4 ファイザープログラム会議（竹内） 

  6 ゆめネットツアー（～7日） 

  7 西養護学校卒業式（小山） 

  8 青年学級主事会（川野） 

   ゆめネットツアー（９・14・16） 

  11 自閉症研修（岸・吉田） 

  19 ゆめネット理事会 

   振替営業日（4・11・25） 

  26 相談支援者研修（上原）（～27日） 

  27 高知研修（加藤）（～29日） 

月 日 事柄 

 ４ 2 コアラハウス入所式 

  6 西養護学校入学式（小山） 

  16 ゆめネットツアー 

  18 コアラハウスご家族定例会 

   ゆめネットツアー（11・16・19） 

  振替営業日（1・8・15・22） 


