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例年にない早い春の訪れになりまし
た。自身も“ゆめとまと”の管理者を
務めさせていただき、あっという間の
一年でした。皆さまから温かく見守っ
ていただき本当に感謝の限りです。
昨年度を振り返りますと、“ゆめと
まと”の事業所としては初の試みとな
る、積立旅行（沖縄旅行）が印象深い
ものです。飛行機での移動、慣れない
遠方での宿泊、などなど事前の計画で
は少し不安もありましたが、現地での
仲間の楽しそうな笑顔、頼もしい一面
に出会え、とても思い出に残る旅行と
なりました。
これも、仲間の皆さんが日ごろの作
業での頑張りや、お出かけなどの取り
組みで積み重ねた経験によるものだと
思います。日ごろのスモールステップ
が、このような機会に繋がっていくと
感じました。
今年度“ゆめとまと”は、新たに2
名の元気な仲間が増え、14名の大所帯
となります。フレッシュな仲間と、先
輩たちの新たな関係を築きながら、
チームワークで取り組んでまいりたい
と思います。そして念願のチャレンジ
ホーム（名称:ぽるとわーる）の挑戦

≪ゆめとまと管理者：安井≫
も、“とまと”から3名始まっていき
ます。事前にできるだけの準備を行い
ながら、将来に繋げていきたいです。
世の中の動きとして、障がい者の地
域生活の実現に向けて、日常生活・社
会生活を総合的に支援していくため
に、平成25年4月1日より「障害者自立
支援法」から「障害者総合支援法」と
して、新たな制度が施行されます。障
害者施策（サービスや認定の在り方な
ど）を段階的に行っていくようです。
ゆめネットにとっても大きな動きの
ある年になります。
チャレンジホームの他にも、花池コ
アラハウスの中郷移転と、ゆめちゃれ
（中間層グループへのステップアッ
プ）の取り組みを通じて、よりよい支
援を届けてまいります。
この大きな変化の中、様々な角度か
ら総合的に支援を行いながら、『あな
たらしく わたしらしく』、寄り添っ
た支援・繋がる支援をしていきたいと
思っております。
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各事業所紹介コーナー

生活介護部門

第三コアラハウス

１年に一度の桜の季節がやってきました。鮮
やかな色どり、毎年思いますが、日本に生まれ
て本当に良かったなぁと感じる今日この頃で
す。
年度替わりのこの季節、第３コアラハウスの
皆と迎えるのは早いもので４度目となりまし
た。そんな仲間たちは日々元気いっぱいに過ご
しています。昨年の４月に新入所生が４名加わ
り１２名体制となってから色々なことがありま
した。
昨年養護学校を卒業されて新たに社会人とし
てスタートした４名、最初は戸惑いの様子が伺
えました。学校時代とは違うカリキュラムに慣
れるまで時間を要した仲間も居ました。その反
面、環境がガラッと変わったことにも関係な

≪宮田≫ 記事１

く、最初から元気いっぱいに通所されていた
仲間も居ました。あっという間の一年でした
が、これまで居た利用者さんはもちろん、新
入所生として加わった４名全員が毎日のカリ
キュラムを難なくこなしています。体力づく
りをとても楽しみにしている仲間、割り箸作
業をとても楽しみにしている仲間、その他の
取り組みついても仲間全員が楽しく参加され
ています。そんな仲間たちの姿を見ていると
本当に嬉しくもなります。今こうやって一年
を振り返ると、仲間たちの成長に喜びを感じ
る思いです。
これからも仲間たちの成長に少しでも多く
携われるように、仲間一人一人と手を取り
合って頑張っていきたいと思います。

就労部門

ゆめチャレ

別れと出会いが人を成長させるとはよ
く言いますが、今年も別れ(卒業)を経て7
名の新メンバーが、ゆめネットに加わり
ました。新たな出会いにどんな化学反応
が起き、ゆめネットがどう成長していく
か…15年の歴史を経て、ゆめネットに関
わる仲間たちの数も大きく増えました。
60名近い仲間たちは、当然十人十色の個
性や能力を持ち合わせています。
しかし現状のゆめネットでの取り組み
だけでは、個々の潜在能力を引き出すに
は選択の幅がまだ充分とは言えません。
個々の気持ちを汲んだ上、夢に向かっ
て堂々とチャレンジし、そしてもっと光
り輝けるように支援する部署、それが
【ゆめちゃれ】です。

余暇部門

個別余暇

冬の寒さもなんのそのと、張り切ってお出
かけをしてまいりましたが、やはり春の陽気
には顔がほころんでしまいます。日本の素晴
らしさの一つに、四季折々の楽しみ方という
ものを感じる方は多いのではないでしょう
か？春の陽気に誘われて公園でのんびり散
歩、暑い時期にはおいしいアイスとプール。
他にも紅葉や味覚狩りなど様々な活動を通じ
て、四季を感じ日々の生活を彩っていく。そ
んなことも考えながらお出かけをしている
と、ふとした仲間の表情に「きっと今同じこ
とを感じているな」と思うことがあります。
それは桜を見ながらだったり、温泉に入りな
がらだったりと様々ですが、その瞬間は間違
いなく一緒に四季を感じ、ほっこりした気分

≪竹内≫

≪池口≫

記事２

【ゆめちゃれ】の発足に至ったのも、支援者の
より細かな視点・観点を用いて、仲間一人一人
が存在意義を感じることが出来る、もっと個々
の個性を尊重し生かした取り組みを生み出す必
要がある！と思うところから始まりました。
そんな折、カフェアイリスやしらかわバー
等での実績が認められ、【ゆめちゃれ】として
の活躍の場としてある喫茶室の受託運営のお話
しをいただいております。また、Tシャツプリ
ンターの導入に伴いTシャツ作り及び販売の仕
事も今後おこなっていきたい取り組みの一つと
して考えております。歩みは決して早くありま
せんが、一日一日が充足感で満ち足りるような
【ゆめちゃれ】のこれからの活躍を温かく見
守っていてください。

記事３

になります。色々な人と出会い、経験を重ね、
地域ならではの楽しみを満喫し、季節を感じる
余裕のあるかっこいい大人へ。そんなお手伝い
もゆめさぽで出来たらなぁとしみじみと感じる
今日この頃です。
さて、話はガラッと変わりますが、そんなし
みじみしている今日この頃でも、ゆめさぽらし
くアクティブなお出かけや通院介助など必要不
可欠な支援はしっかりと行っていきます。今年
度はいよいよ念願のチャレンジホーム第１号も
始まります。住まいへのヘルパー派遣などます
ます役割が大きくなりますが、「仲間の笑顔が
見たいから！」を合言葉に頑張っていきたいと
思います。今年度もよろしくお願い致します。

Page 3

季節イベント・職員さん紹介コーナー

入所式

≪増村≫ 記事４

人生の新たな門出です！！ 4月1日、ウ
インクあいちにて『平成25年度 社会福祉法
人ゆめネット入所式』を開催致しました。来
賓の方や新通所生、保護者様、仲間、職員を
合わせて約100名にのぼる大規模な式典です。
今年度は新たに男性5名、女性2名の仲間を
ゆめネットにお迎えすることとなりました。
たくさんの拍手に迎えられ少し緊張した面持
ちの新通所生たち。そんな彼らに理事長、各
管理者より熱い熱いお言葉が贈られました。
迎える側であるゆめネット先輩からの挨拶
の時には、表情が引き締まっている仲間もお
り、「新たな気持ちで新年度を迎えよう」と
いう気持ちが伝わってくるようでした！
また、恩師である養護学校の先生からは新
通所生だけでなく、卒業生である仲間にも温

新人職員紹介

はじめまして。4月からゆめとまとで
働かせて頂くことになりました成瀬竜
二（なるせ りゅうじ）と申します。
年齢は29歳になります。趣味は読書と
映画鑑賞ですので面白い本や映画があ
れば教えて頂けると嬉しいです。
福祉での仕事経験が少しばかり有り
ますが、まだまだ自分は勉強していく
ことが必要と感じております。
ゆめとまとの利用者様と共に成長し
ていけることを第一目標にしていこう
と僭越ながら考えております。
その為皆様の色々なサポートを求めて
おりますので率直なアドバイスをして
頂けたら幸いです。
ゆめとまとは、明るくアットホーム
な職場だと感じておりますのでとても
毎日がとても楽しいです。
自分に足りない部分を確認し日々努
力、改善して利用者様の今後の生活に
携わる支援をしていきたいと思いま
す。今後とも宜しくお願い致します。

かいお言葉を頂戴し、久しぶりの再会を喜ぶ声
も上がりました。先生方、ご出席頂き誠にあり
がとうございました。
最後は新通所生からの挨拶です。元気一杯に
身体で表現する仲間や緊張したのか自分の言葉
が出てこなかった仲間、しっかりと自分の言葉
で挨拶する仲間…それぞれが自分らしさを持っ
て挨拶をしてくれました！！
社会人1年目として人生の門出に立った彼らの
成長をゆめネット一同で温かく見守り、ともに
成長していきたいと思います。

≪成瀬・奥村・大村≫

記事５

はじめまして。4月からゆめとまとで職員として働かせていただいておりま
す。奥村奈穂美（おくむら なおみ）と申します。
３月に大学を卒業したばかりの社会人１年生です。大学では社会福祉を専攻
しており、大学時代も障がいをもった方とアルバイトなどで関わらせていただ
いておりました。大学生活で得たものをゆめネットで働くなかで役にたたせて
いけたらと思っております。
まだゆめネットに関わらせていただいている期間は短いですが、仲間の皆さ
んの笑顔に毎日癒されており、毎日楽しいです!!これから仲間の皆さんのこと
も知っていくとともに、逆に私のことも知ってもらい互いに信頼しあえる関係
を築いていきたいと思っております。
まだまだ社会人としても支援者としても未熟でわからないことだらけです
が、これから仲間の皆さんの笑顔を今以上に増やせるよう、私にどんなことが
できるか考え、私自身も一緒に楽しみながら支援していきたいと思っておりま
す。よろしくお願い致します。

4月から、新人職員になりました大村 正（おおむら ただし）です。
担当の所属は第一コアラハウスです。
楽しいことが好きで、笑ったりすることも大好きです。オレンジ、黄色など明
るく気持ちが楽しくなる色が好きです。笑うと「えくぼ」が出来るのもチャー
ムポイントだと思っています。趣味は好きなＣＤを借りてカラオケで上手く歌
えるように練習することです。歌うのは下手ですが、場の盛り上げ役に回った
りして楽しませることが得意です。
目標は毎日楽しく元気をモットーに、コアラハウスを仲間の笑顔であふれる
場所にしたいと思っています。
今はまだ、緊張してしまい周りの状況をつかむ事が難しい部分もあると思い
ますが、元気いっぱいでいきたいと思います。+
福祉の世界に入るのは初めてで分からない事でいっぱいですが、沢山の事を吸
収して支援者として成長していきたいと思っています！ゆめネットの一員とし
て精一杯頑張っていきたいと思いますので、宜しくお願いします。
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理事長は見た！！
鳥居さんはゆめネットをこの３月に退職された職員さんです。６年以上に渡ってゆめとまとの支援
に関わっていただきました。退職された職員さんをあえてこの場で紹介させていただくのは、彼女が
それだけ利用者さん、ご家族、スタッフ、みんなから信頼され、愛されている存在だからで、特別な
ことです。実際、３月の彼女の送別会にはたくさんの親御さんが駆け付けてくださり、皆さんから心
のこもったメッセージをいただきました。他部署の利用者さん、スタッフも駆けつけてくれて、何枚
ものメッセージ色紙を貰っていました。
４月よりふるさとへ家族とともにUターンすることになったわけで、これまでの頑張りに感謝しつ
つ、門出を祝うつもりだったのですが、ついつい涙、なみだとなり… 横で聞いていた私も目頭があ
つくなりました。
そんな鳥居さんですが、ゆめとまとが立ち上がった翌年に新卒で職員として加わっていただきまし
た。管理者からの強い推薦があっての採用で、管理者の見る目も見事です。彼女は在学中からアルバ
イトで関わってくれていたのでスムーズに現場に馴染み、すぐにとまとにとってはなくてはならない
存在となりました。親分肌の男性管理者に、優しい男性支援者、そこに鳥居さんが加わり、とてもバ
ランスのよいとまとが生まれました。厳しいお父さんに、優しくも聡明なお母さん（弱冠２３歳のレ
ディにすみません）、とっても優しいお兄ちゃん、そんな福祉の現場がそこにありました。
そんななか、鳥居さんが本当のお母さんとなり、産休育休でしばし現場を離れることになりました。試練の期間でしたが、残っ
たスタッフが現場を守り、育休からの復帰後にはまた以前のとまとが戻ってきました。そして２度めの育休産休を経て、間もなく
復帰というところで故郷へのUターンとなりました。本心を言うならば、ただただ残念です…
鳥居さんには理想の支援があり、それを正直に目指してくれていました。目指し方もひとりよがりでなく、まわりと協調しながら
穏やかに、且つ熱く愛情をもって取り組んでくれていました。とまとのことを管理者と話している時、「鳥居さんはどう言ってる
の？」ってことをよく尋ねたものです。
彼女の支援への姿勢や視点には心から信頼を寄せていましたし、常にそれに応えてくれていました。
６年の間に一緒に支援に入っていたスタッフも共に経験を重ね成長してきました。４月には彼女の大学の後輩が新しく女性職員と
してとまとに入っています。この女性職員さんもとても素敵な人です。偉大な先輩同様にとまとにとって、ゆめネットにとってか
けがえのない支援者になっていただけると期待しています。
きっと、この通信は彼女の元に届きます。あらためて「ありがとう」。とまとをよりよくしていくためにみんなで頑張っていき
ますから、落ち着いたらぜひお子さんと遊びに来てくださいね。

『続・続・ヒーロー』

【キョウコノゴロ】
平成25年1月～3月活動報告

活動予定

月

日

事柄

月

日

事柄

1

11

ゆめネット成人式

4

1

ゆめネット入所式
職員辞令交付式

12

ふんわりクルージョン2013inそらま
ち（竹内・川野・平野）
（～13日）

8

職員新人研修

9

ぽこあぽこ西庁舎販売（～10日）

15

工賃向上マネージャー養成講座

16

金山SELPパン販売

18

コアラハウスご家族定例会

21

サービス管理責任者研修（武吉）
（～
18日）
金山SELPパン販売（～23日）

23

コアラハウス施設監査（鷹巣・小山）

17

２

7
8
14

３

（画：宮田）

平成25年4月

ぽこあぽこ 市役所西庁舎販売（～8
日）
アメニティーフォーラム（池口・宮
田・岸・高塚・井川・増村・竹内・平
野）（～11日）
サービス管理責任者研修（小山）
（～
15日）

19

金山SELPパン販売（～21日）
ゆめとまと運営会議

20

コアラハウスユーカリの会

27

社会福祉法人説明会（鷹巣）

３

てんかん講習会（吉田・林）

６

西養護学校卒業式（小山）

※事務局の住所変更致しました

８

中川区社会福祉協議会（上原）

TEL:052-354-5826 FAX:052-304-8925

21

相談支援説明会（上原）

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

27

ハートフルアート展2013in愛知・
アートクラブ出展 （～30日）
障害福祉集団指導説明会（上原）

28

ぽこあぽこＪＲ高島屋 福祉の店出店
（～31日）・ケアホーム説明会

社会福祉法人ゆめネット

事務局

〒454-0869 名古屋市中川区高畑二丁目2番地
荒伊ビル401号室

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

