社会福祉法人ゆめネット 「あなたらしく わたしらしく」

ゆめ通信夏・秋

ハイライト:
各事業所の紹介
季節イベントの報告
新人職員紹介コーナー

第９号

各事業所紹介コーナー
自他共栄
目次:

生活介護コーナー

2

就労部コーナー

2

余暇コーナー

2

ふれあいまつり

3

ゆめさぽキャンプ

3

新人パートさん紹介

3

理事長は見た

4

蝉時雨と共に梅雨が明け、夏本番を
迎えました。夏の一大イベントである
『ゆめネットふれあいまつり』も、開
催当日の降水確率70％という悪条件を
見事跳ね除け、地域の皆様のご協力の
下、大盛況の中フィナーレを迎える事
ができました。この場をお借りして厚
く御礼申し上げます。
流れた月日と共に成長していくゆめ
ネットと仲間達の想いを乗せた今年の
おまつりは一味違いました。
『ゆめネットの主役はここに集う仲
間達』という想いを大切にした上で、
掲げたテーマは、サービスを“提供さ
れる立場”から “提供する立場”に
立って地域の皆様と交流を深めていく
ことでした。そんな想いから準備段階
の看板作りや商品作り、当日の会場の
ゴミ拾い、屋台での販売や宣伝等々、
出来るところから仲間達に関わっても
らいました。
この実績はこれからのゆめネット、
特に就労部門の大きな指針となると感
じました。
話は遡りますが、今年の５月に新た
な就労の場として『はちみつカフェ』
がOPENしました。
更にはメンバーの増加に伴い、

≪就労部門統括：池口≫
６月よりゆめネット就労部門である
『Flap』(給食調理)、『ぽこ・あ・ぽ
こ』(パン・焼き菓子製造販売)、『カ
フェアイリス』＆『はちみつカフェ』
『しらかわバー』(カフェ営業) の５
つの部署が就労継続支援事業所(B型)
『ぽこあぽこ』内の部署という位置づ
けで、単独事業所として新たなスター
トを切りました。
“働くってどういうこと？”“何の
ために働くの？”“お金を稼ぐだけが
大事？” 常に頭をよぎる素朴ながら
も大きな疑問。生きていく上で切って
も切り離せないお金を稼ぐ事を“働
く”というのが一般論ですが、私たち
にとっての“働く”の意義が、地域の
皆様、ひいては人と人との関わりの中
から見出せそうな気がします。
柔道の世界の言葉で“自他共栄”と
いう言葉があります。自分と相手がい
てこそ、お互いを磨き合い、共に栄え
る事ができる。正に、地域の皆様に支
えられながらも、微力ではありますが
皆様の力になり得る存在として地域に
根差した活動を続けていきたい。
そんな日常から、“働く意義”合わ
せて“幸せの定義”を仲間たちと共に
探してみたいと思います。
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生活介護部門

第一コアラハウス

第1コアラハウスでは4月から新通所生
さんも新たに3名加わり更にパワーアップ
を致しました。この暑さの中ですが体調
を大きく崩すことなく皆さん落ちついて
過ごしています。
そんな第１コアラハウスの取り組みで
も皆が（私も！？）大好きな調理実習を
紹介したいと思います！！
コアラハウスの調理実習は仲間達それ
ぞれに役割があります。最初は上手にで
きなかった包丁さばきが少しずつ上達し
ていく仲間。メニューによってカットす
る大きさが変わるものを見てもらいなが
ら調節できるようになった仲間。
周りの動きを見て今から使うものをタ

≪岸≫

イミングよく気づいて持ってきてくれる
仲間。みんな日々この活動を通して成長
しております♪
最近のメニューではラザニアを作りま
した。ラザニアでは、仲間達がスプーン
でミートソースとホワイトソースを交互
にパスタの間にまんべんなく塗ってく
れ、最後に豪快にチーズをかけてくれ焼
きあがりを楽しみに待っていました。
いつも自分たちで作る昼食を食べる時
には、頑張った分美味しさも増すのか沢
山の仲間がお替りをしてとても良い笑顔
を見せてくれます。
これからもみんなが笑顔になる活動を増
やしていきたいと思います！！

就労部部門

はちみつカフェ

今さらな報告ですが【はちみつカ
フェ】５/８にグランドオープンいた
しました。
とは言ったもののグランドオープン
とは名ばかりで 機材や備品は揃って
ない、仕入先もままならない、スタン
ダードメニューも決めきれないという
万全には程遠いスタートでした。
それにも関わらずオープンしたのは
これ以上準備に時間を掛けることで仲
間たちの士気の低下を鑑みて 苦渋の
決断でスタートを切りました。
お気づきになられた方もみえると思

余暇部門

プチ個別余暇

現在、より一人一人のニーズにあった
余暇を提供しようという思いから、プチ
個別余暇ということで１６時から１８時
の時間でお出かけをしています。
お出かけの内容は本人さんの思いをく
み取り、親御さんと相談しながら決め、
理髪に行ったり喫茶店にいったり、また
アクティブにプールに行ったりしていま
す。他にもスポーツジムに行ったりと本
当に様々です。
仲間たちは公共交通機関を使ってお出
かけする事を本当に楽しみにしていま
す。福祉乗車券を見ると「お出かけが出
来るぞ！」とテンションが上がる様子を

記事１

≪川野≫

≪加藤≫ 記事２

いますが はちみつカフェでは障害福祉う
んぬんを一切謳っておりません。アイリス
やしらかわバーもそうですが 仲間たちに
とって通常の飲食店のスタイルで一般客を
相手に働くのが一番勉強になり成長に繋が
ると感じているのと 障害福祉に縁の無い
一般客に障がい者への偏見の払拭と理解を
求めていきたいからです。
アイリスグランドオープンの時にも言い
ましたが初心を忘れる事無く進んでいきた
いと思っておりますので 今後ともはちみ
つカフェをよろしくお願いいたします。

記事３

よく目の当りにします。
また新たな発見もいろいろとあります。
普段事業所ではじっと座っていることが得
意ではない仲間が、理髪店ではじっと散髪
してもらっています。自分の意思を上手に
伝えるのが難しい仲間が「あっちに行きた
い！」と意思を伝えてくれたりと、嬉しい
ことばかりです。
基本マンツーでお出かけをするので、仲
間の皆さんとスタッフのコミュニケーショ
ンにとっても、すごく良い機会だと思いま
す。今後もこの機会を大切に、これからも
活動していきたいと思います。
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ふれあいまつり

≪高塚≫ 記事４

7月１４日に第4回『ゆめネットふれあ
いまつり』が開催されました。
『ふれあいまつり』は、知的障がいお
持ちの方と、地域の皆さまとのふれあい
を目的に開催しています。
今まではおまつりを一緒に楽しんでい
ましたが、今回は新しい試みとして、お
客様をおもてなす立場で参加しました。
おまつりが始まると、大きな声を出し
模擬店の宣伝したり、新メニューのパス
タの販売を手伝ったり、またトイレの清
掃・ごみ袋の交換・公園の見回りと本当
に大活躍でした！

ゆめさぽキャンプ（就労部）
7 月 7.8 日 と 飛 騨 金 山 の 森 で ゆ め さ ぽ
キャンプを行いました。今回は初めて暑
い時期の開催となり、夏ならではのイベ
ントが目白押しでした。
第一日目はまず河出マス掴みを行いま
した。全員そろって悪戦苦闘しながら頑
張 り、見 事 に 大 量 の マ ス を 捕 ま え ま し
た！捕まえた仲間も惜しかった仲間も楽
しむことが出来ました。
その後はスイカ割り、ＢＢＱと続くの
ですが、自然の中で調理をし体を動かし
た後のごはんは大満足！特に炭で焼いた
お 肉 屋 や、捕 れ た て の マ ス は 格 別 で し

生活介護の仲間は、おまつりの雰囲気を楽
しんだり、模擬店で買い物をし食を楽しんだ
りと満面の笑みを見せている仲間がいまし
た。皆それぞれ楽しめたのではないでしょう
か。
フリーマーケットや模擬店は大盛況で、昨
年よりアイテム数を増やしましたが、見事完
売しました！また終始大賑わいで地域の皆様
に「ふれあいまつり」が根付いていることを
改めて実感しました。
来場して頂いた皆様に、感謝の気持ちで
いっぱいです。本当に有難うございました。
来年も是非お越しください！

≪林≫

記事５

た。食後はちょうど七夕だったので、短冊
に願いを書き飾りを作り、最後に花火で一
日目を終えました。
第二日目は竹筒を使った本気の流しそう
めんから始まりました。朝食にも関わらず
皆で協力して準備し、しっかり頂きました
♪大満足♪ 帰り道は下呂の街に立ち寄り
お土産を選びがてら散策し楽しかったキャ
ンプは終わりました。
仲間たちはキャンプ中はもちろんの事、
帰ってきてからも話題にしてくれていま
す。本当に喜んでくれまたたくさんの笑顔
を頂き私も素敵な想い出となりました。

新人パートさん紹介（就労・カフェ部門）
はじめまして。４月から就労部門のカフェアイリスとは
ちみつカフェでパートとして働かせていただいておりま
す。岡地香奈と申します。
大学生時代から人との出会いや縁を大切に過ごしてまい
りました。ゆめネットに入ったことで たくさんの人との出
会いと 今まで体験したことのないたくさんの経験ができる
ことを 今からワクワクしています！
職員の方の優しさと 仲間の皆さんの人懐っこさと可愛さ
に助けられながら…という感じで 毎日楽しく働かせていた
だいております。
まだまだ慣れないところが多々あ
りますが 自分らしく日々精一杯努
めていきたいと思います。よろしく
お願い致します。
またカフェアイリスとはちみつカ
フェへのご来店を心よりお待ちして
います!!

記事６

はちみつカフェでパートとして勤務しております
井田あすみです。
年は２６歳でみんなから『あっちゃん』とか『あ
すみん』と呼ばれています。
ファッション・映画・音楽・読書・アートなどが
大好きで いつも多岐に渡るサブカルチャーに囲まれ
て生活しております。
はちみつカフェでは主にフロアのお仕事や調理な
どを担当しています。以前は接客業を軸に販売・飲
食・観光のお仕事に携わっていま
した。
これまでの経験を生かすととも
に ゆめネットでさらなるスキル
アップをできるよう日々頑張って
いきます。
今後とも『はちみつカフェ』を
よろしくお願いします！
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理事長は見た！！

安井編

今回は、ゆめネットで女性陣からの人気ナンバーワン、安井一平さんの紹介です。
現在はゆめとまとの管理者として、定員２０名の生活介護事業所をまとめてくれていま
す。前任の管理者は親分気質のリーダーシップでしたが、安井さんは調整型リーダーシッ
プで、みんなの意見をまとめて合意を得ながら進めていくタイプです。気配り上手で、細
やかな気遣いが出来る人です。そのためか、ゆめネットの女性陣からはトップクラスの人
気を博しているようです。
僕はそんな安井さんに「優しいだけじゃダメ」だと、やっかみにもとられそうな（笑）
助言をしています。「正しいことは正しい、違うことは違うと、管理者ならきちっと言っ
てあげないとね」と。自分自身もなかなかそうあるのは難しいですが、一緒に成長してい
きたいゆめネットのリーダーのひとりです。
さて、普段は管理者として、支援者としてゆめとまとの現場に入ってくれていますが、
とても丁寧な支援をする印象があります。利用者さんの表情や状態をよく見て、どんな支援がベストか、常に考えなが
ら支援を選んでくれていると感じます。その支援姿勢は他のスタッフのよい手本になっています。新人職員が来たら、
ぜひ安井さんにOJTのコーチをお願いしたいです。
そんな実直な仕事ぶりの安井さんですが、意外な？一面で、実は整体師の有資格者なのです。入社前には、実際に腕
利きの整体師として活躍をされていました。自分からその腕前を披瀝することはありませんが、肩こりや腰痛の相談を
すると、軽くほぐしつつアドバイスをくれます。実際、僕も何度かお世話になりました。彼の観察力の高さはこの整体
師の仕事を通じて身につけたものかもしれません。
安井さんに限らず、管理者、リーダーの皆さんは、注文（ムチャぶりも）や小言の多い私と現場との間で苦労される
ことも多いと思います。前述の通り、安井さんには期待をしている分、気がつくと特にいろいろとお願いしつつ、小言
を言ってしまっている自分がいます。
安井さんと私の共通の趣味はアウトドアで、独身時代は七輪をバイクに積んで自然とたわむれていたとも聞きまし
た。焚き火を囲みながらだと普段なかなか伝えられないことも言えそうです。ぜひ今度、焚き火パーティしましょう!!

《広報新企画は…？》

【キョウコノゴロ】
平成24年６月～８月活動報告
月

日

事柄

６

３

振替営業日（10・17・24日）

４

ゆめネットツアー（８・12・15・18・19・22・29・30日）

８

法人監査指導研修（上原）

10

自閉症セミナー

13

中川区ふれあい広場実行委員会（増村）

21

三井住友海上講師（小山）

１

振替営業日（8・２２日）

5

中川区ふれあい広場実行委員会（増村）

11

ゆめネットツアー（12・13・19・20・27日）

14

ゆめネットふれあいまつり

2

ゆめネットツアー（10・23・24・28日）

5

振替営業日（19・26日）

８

中川区ふれあい広場実行委員会（増村）（16・28日）

11

ゆめネット夏季休暇（～15日）

21

金山SELP販売（～23日）

26

ど真ん中まつり

29

相談支援初任者研修（小山）（～30日）

７

８

就労部出店

社会福祉法人ゆめネット

事務局

〒454-0869 名古屋市中川区荒子二丁目60番地

（画：宮田）

TEL:052-354-5826 FAX:052-304-8925
E-mail:nagoya@yume-net.or.jp

ホームページをご覧ください。
http://www.yumenet-koara.jp/

