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夏バテしないように…      《第３コアラハウス：増村》 

 間もなく夏本番を迎えようとしています。皆さんは夏バテ予防のためにどん

なことをしていますか？一般的には、クーラーを上手使う（低温にしすぎず換

気や扇風機を上手に使う）や適度に汗をかく、冷たいものを飲食しすぎない、

などが多いようです。私は寝る時に、水枕を使い、水を入れて凍らせた２ℓペ

ットボトルを抱き枕にして寝ています。良質な睡眠が摂れておススメですよ！ 

さて、「障害のある方の地域生活を末永くサポートさせていただきたい」ゆめ

ネットにとって、サポートしていく人材を確保して、育てていく、長く勤めて

いただくことはとても重要になってきます。魅力ある職場にしていくには、現

場の雰囲気や給与だけでなく、自身の悩み事を共有してくれる・成長できる職

場かどうか、が大事だと思います。 

その一環として 4 月には水野敦之先生をお招きして、法人内研修を行いまし

た。水野先生は、自閉症教育・支援・コンサルタントが専門で、著書「フレー

ムワークを活用した自閉症支援」が有名です。今回は、広島県から遥々お越し

頂きました！ 

先生には各事業所の活動を視て頂き、職員から支援の悩みや質問などに答え

や助言をくださいました。夕方からは、講義、そして飲み会♪とたくさんのヒ

ントと向き合うべき課題をお示しくださいました。厳しくも優しさのあるお言

葉ありがとうございました！ 

今後もスタッフ一同暑い夏を乗り越え、益々熱いゆめネットの職場づくりを

目指したいと思います。 

  ＨＰ 

リニューアルしました！ 

 

http://ymnt.jp/  

 

楽しい日常いっぱいです♪ 
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  早くも夏真っ盛りな暑さが続いております。暑すぎて少しの

ウォーキングでも汗がダラダラ出ますね。 

さて、この暑さに負けない第三コアラハウスの活動を紹介しま

す。 

室内でも熱気に包まれるのは体操・ダンスと言った音楽に乗せ

て身体を動かすダンスタイム！！  

昼休みの時間や室内レクの時間には好きな人が集まって自然と始

まる雰囲気になっています。 

時には皆の前に出てお手本になるように踊ったり…… 

仲間と一緒に踊ったり…… 

中には歌を気持ちよく歌う人も…… 

たまに仲間が歌っているのかスピーカーから流れているのかわか

らない時があるくらい上手です……羨ましいですね。 

暑すぎて外で身体を動かす事ができない場合でも皆思い思いに

身体を動かす事が出来ています。 

この元気いっぱいな熱気で暑い夏を乗り越えて行きます！！！ 

生活介護部門 第３コアラハウス          ≪平野≫ 記事１ 

今年も就労部キャンプ行って参りました！なんと、この就労部キャンプも今回で 8 回目を迎え、皆さんもすっ

かりと慣れている様子で、準備や後片付けなど、とてもスムーズに行う事ができました。 

今年のお天気は、2 日間とも雨が降ったりやんだりと今ひとつでしたが、「お天気なんて関係ない！」といわ

ないばかりに、皆さんとても楽しんでいらっしゃいました。 

ハンバーガー作りや BBQ では、「私たちにお任せ！！」といった様子で、皆さん楽しみながらお肉を焼いた

り、ハンバーガーを作り、アウトドアクッキングを満喫しました。また毎年恒例の川遊びも、少しひんやりしま

したが、水をかけあいながら楽しみました。 

2 日目の朝は流しそうめんを行い、食事の後は、昨年度から始まったアート体験を今年も開催いたしました！

「さぁ！アート体験の始まりです！」と始めようとすると雨が降ってきてしまい、外でのアート体験は中止に…。

しかし、室内で行った「フォールドポエム※」では、皆さんのキャンプでの思い出を詩にし、とても素敵な作品

ができました。 

あっという間の 1 泊 2 日でしたが、お仕事ではなかなか見ることのできない仲間の素敵な笑顔をたくさん見

ることができました。(※フォールドポエム：一人一文をつないで、複数名が協力して作る詩) 

各事業所紹介コーナー 

Page 2 

就労部キャンプ                   ≪牛房≫  記事２ 



 

 

 

  

ぽるとわーる職員になりました、竹内 真一です。 

日々、やりがいを感じ自分を活かすことができる、ゆめネットの職員として迎え

られたことに大変嬉しく思います。 

前職が自衛官、警備会社なので、一からのスタートになりますが、一生懸命努力

しゆめネットの発展に貢献していきたいです。よろしくお願い致します。 

 

どうぞ宜しくお願いいたします。 

新人スタッフ紹介                  

7 月 6・7・8 日と 2 泊 3 日で北海道旅行に行ってまいりました。参加メンバーは毎月 1000 円を積み立

て、約 6 年分の想いを乗せ旅立ちました☆毎日コツコツと割り箸作業を頑張りこの日を迎えられたこと、この

思い出に一緒に参加させて頂いたスタッフもとても嬉しく思います。 

1日目はメンバーの大好きな動物三昧！羊ヶ丘展望台にてまずは腹ごしらえでジンギスカンをお腹いっぱい

食べてきました。名物であるクラーク像の前で写真撮影して、羊の放牧を見てきました♪円山動物園では旅の

疲れも感じさせないほどメンバーは一生懸命に歩き、白クマやサルに釘付けでした☆夕飯には札幌ラーメンを

堪能してきました！ 

2 日目はファーム冨田の満開のラベンダーを背にラベンダーソフトを頂きました。行程表とは違う昼食を 

メンバーがリクエストしてくださり、口が開かないほどのハンバーガーをガブリと豪快に頬張ったのが印象に

残っています！！美瑛の丘に移動して THE 北海道の雄大な景色に魅了され、心癒されトラクターも楽しみま

した。 

3 日目は活きの良い海鮮丼を最後に食し、メンバーたっての希望ドラえもんスカイパークに寄ってドタバタ

とお土産を買ったのも良い思い出です(笑) 

6 年分という想いを込めた北海道旅行は思い出として、とても素晴らしい宝物になったと思います☆ 
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北海道旅行                       ≪岸≫  記事6 

 

はじめまして。この度ボタンカフェのパートとして働かせていただくことに

なりました、植木友美です。飲食業は初めてですが新しい発見も多く、仲間

の皆さんと交流出来ることも楽しいです。私なりに貢献したいと思っており

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

8 月からぽるとわーる職員になりました、小林美紀です。 

仲間にとっても私自身にとっても、大きな変化の時になります。 

これから、仲間と一緒に楽しい時間を作っていけたらと思っておりますので、 

これからどうぞよろしくお願い致します。 



水谷将之さん、まわりからは親しみを込めて「まあくん」と呼ばれています。 

今年 28 歳のお兄さんをまあくんと呼ぶのもどうかと思うわけですが、なるほどたしかにまあくんだね、 

と納得できる、何ともいえない優しく、ふわっと包み込んでくれる雰囲気にあふれています。 

その水谷さん、現在はコアラハウス（生活介護）の生活支援員として日々、利用者さんと過ごしています。

利用者さんがどう思っているかに想いを寄せて、決して多くを語るのではなく、必要なことを優しく、丁寧に

伝え、相手の心へ届ける… 彼の支援のスタイルにはそんな印象をもっています。今の私が利用者さんである

なら、最も担当をして欲しいスタッフさんのひとりです。 

夏休みには多くの映画が上映されます。少し前の邦画「図書館戦争」はご存知でしょうか？その中で主人公

（岡田准一さん）いわく「正論は正しい、でも正論で誰かを責めるのは間違っている」みたいなセリフがあり

ました。利用者さんの支援は、すぐになにが正解で、なにが間違っているか答えが出づらいです。真剣がゆえ

に、時に支援のあり方をめぐっての冷静な議論が加熱し、やや感情的に責め口調になってしまうこともありま

す。（障害福祉の現場あるあるです）そんな時に、水谷さんのような優しい癒やしのキャラクターが活きます!!

潤滑油というか、オアシスというか… 私たちのチームに必要な存在です。 

まもなく３０歳の水谷さんですが、これからのキャリアにはいろんな可能性があるかと思います。その素敵

なキャラクターを活かし、チームをまとめていく存在になるか、はたまたなかなか真似できない支援スタイル

に磨きをかけ、支援の星になっていくか、他にもいろいろな道があります。さらなる活躍に期待しつつ…  

と結びになりそうですが、最後に少しだけ彼の横顔も紹介させてください。 

日頃はとてもおっとりしている水谷さんですが、冬にはスノーボードを楽しみ、 

雪上ではキビキビとキレのある滑りを見せるとのこと。たくさんの友人がいて、 

楽しそうなプライベートを過ごしている様子は私にも聞こえてきます。 

そして、この写真は少々強引にお願いをしてしまった次第ですが、 

職員の結婚パーティの際に、金タイツマン（先輩職員）と共に 

ふたりエレクトリカルパレードを見事に披露してくれました。 

これからも、水谷さんらしくゆめネットを明るく照らし続けてくださいね。 
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職員コーナー 

理事長は見た！！ 水谷 将之さん編      記事 9 
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【キョウコノゴロ】 

社会福祉法人ゆめネット 事務局 

平成 28 年 5 月～6 月活動報告 
月 日 事柄 
5 10 金山 SELP パン販売（～12 日） 
 11 自立支援連絡協議会総会（上原） 
 13 管理者会議 
 20 大治ぽると内覧会（～22 日） 

 23 新人研修（法人内研修） 
 24 第 3 コアラ懇談会 
 24 中村区グループホーム連絡会（川野） 
 26 部門長会議 
 27 ぽこ懇談会 
 30 ゆめネット理事会 
6 2 部門長会議 
 3 ゆめとまと懇談会 
 3 名古屋市集団指導（鷹巣） 
 4 就労部キャンプ（～5日） 

 7 中川区ふれあい広場実行委員会（平野） 
 7 新任職員基礎研修（片桐） 
 7 コアラ懇談会 
 10 Flap 懇談会 
 14 管理者会議 
 16 グループホーム説明会（鷹巣・武吉・上原） 
 20 ている地鎮祭 
 21 金山福祉の店（～23 日） 
 22 部門長会議 
 23 コルポ地鎮祭 
 27 相談支援現任研修（小山・上原） 
 30 相談支援現任研修（上原） 

 

〒454-0911  
名古屋市中川区高畑二丁目2番地 荒伊ビル401号室 
TEL:052-354-5826 FAX:052-304-8925  
E-mail:nagoya@yume-net.or.jp 

平成 28 年 7 月 活動予定 
月 日 事柄 
7 6 北海道積立旅行（～8日） 
 12 中川区ふれあい広場実行委員会（平野） 
 12 管理者会議 
 16 ゆめネットふれあいまつり 
 19 大治ぽると引き渡し 
 19 金山福祉の店（～21 日） 
 19 部門長会議 
 19 労務管理研修（上原） 
 21 相談支援現任研修（上原） 
 22 相談支援現任研修（小山） 
 26 自立支援連絡協議会（広報・防災部会）（池口） 
 27 中村区グループホーム連絡会（川野） 

 


