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職員コーナー

社会福祉法人ゆめネット 「あなたらしく わたしらしく」
ハイライト:

理事長は見た！！

池口信男さん編

「のぶさん」そんな呼び名がしっくりくるのが池口信男さんです。ゆめネットが社会福祉法人になる前の無認可作業所時代
から一緒に汗水流してき仲間です。
出会いは、今から１５年ほど前の夏の福祉人材フェア。あと少しでブースを畳もうとしていた時に、吉田栄作（古い例えで
すね）ばりの、ジーパン、Tシャツの爽やかルックで登場です。目立つために、あえてスーツを避ける作戦だったのかと思い
きや、ただただ慌てて来場したためとのこと。
信じる男と書いてのぶさんは、まさにそれを地でいく、飾りや裏表、損得勘定がない、真面目で誠実な人柄です。よく腹黒
い（ホントか？）と言われる自分とは対照的で、ゆめネットの良心です。のぶさんの誠実でまっとうな意見が幾度と無く自分
の暴走を止めてくれました。この点については特に心から感謝しています。
日々の仕事面では、就労系から重度の人たちの支援まで幅広く経験をされており、現在は就労部門の責任者として、Flap
と呼ばれる調理部署と新しく出来た中三連ビル内のカフェをまとめています。
カミソリのような切れ味でもって業務を進めるタイプではなく、丁寧にかんなやの
みで仕上げていくような仕事ぶりです。また、どんな依頼でもイヤな顔ひとつせず気
持よく引き受け、丁寧に取り組んでくれます。ただ、ポジション的には超多忙なとこ
ろでもあり、のぶさんの職場に遅くまで電気がついているのをしばしば見かけます。
お互い家族をもつ身なので、仕事に優先順位をつけつつ家庭との両立を考えるの
も必要ですね。
実はそんなのぶさんには、陶芸の先生経験もある芸術家としての一面もありま
す。一度本気で作った沖縄の守り神シーサーの陶芸作品を見させてもらいました
が、さすが!!という逸品でした。チャリティオークションへの出品で、きっちりと落札さ
れていました。
間もなくゆめネットではアートの取り組みが本格的に始まろうとしています。のぶさ
んの活躍の場はますます広がってきます。同世代同士、老いてますます盛んとま
だまだ張り切っていきましょう!! 若いもんにはまだまだ負けられんですからね♪
お互い爺さまになってもよき仲間でいられますように。これからもよろしくお願いしま
す。
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２ ７

アメニティーフォーラム（～９日）
（武吉・加藤・山川・林・奥村）

４

１

ゆめネット入所式

１０

管理者会議

１

辞令交付式

１７

金山SELPパン販売（～1９日）

７

管理者会議

１９

ユーカリの会

１６

２１

中川区相談支援部会（鷹巣）

ご家族定例会
（コアラハウス）

２８

地域福祉経営力強化講座

２５
３ ３

SELPイオンモール ナゴヤドーム
（～３月３日）
防災管理責任者講習（増村）
（～４日）

季節イベントの報告

６

自立支援協議会総会（上原）

１１

管理者会議
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１４

児童相談支援部会（鷹巣）

１８

金山SELPパン販売（～２０日）

２２

ふわりんクルージョン（～２３日）
（増村・安井・竹内・高塚・新井）

２４

理事会

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

２６

名古屋市集団指導（上原）

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

ブログ引っ越しました!!
http://blog.canpan.info/
yumenet1997/
楽しい日常いっぱいです。
是非ご覧ください!!

社会福祉法人ゆめネット
〒454-0869
名古屋市中川区高畑二丁目2番地
荒伊ビル401号室

（作：加藤）
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新人スタッフ紹介コーナー

裏ボス☆

【キョウコノゴロ】
平成26年2～3月活動報告

ゆめ通信 春号

各事業所の紹介

開設致します

桜の季節を経て、新芽がキラキラ
と辺りを明るく照らしています。ゆ
めネットでも沢山の個性が芽吹く、
そんな季節になりました。
今年度も７名の利用者様が、ゆめ
ネットの各事業所（生活介護6名・就
労部1名）へ通所される事となりまし
た。新 し い 利 用 者 様 が 増 え、ゆ め
ネットがより一層盛り上がっていく
事を大変嬉しく思います。まずはこ
の場を借りて、ゆめネットを御指名
してくださった事、心よりお礼申し
上げます。また、そのご期待に添え
るようスタッフ一丸となり今後も邁
進していく次第です。
昨年度はコアラハウスの移設、念
願の住まいである「ぽるとわーる」
の新設、また就労へのチャレンジの
場 と し て、ボ タ ン café の 営 業 が ス
タートしました。利用者様の生活を
サポートさせて頂く仕組みが、より
充実した一年だったかと思います。
また、法人内で様々なプロジェクト
を立ち上げ、活動してきた年でもあ

≪チームあま管理者：武吉≫

りました。
そして今年度、ゆめネットの新た
な取り組みの一つとして“あま部門
の開設”があります。ゆめJrをご利
用頂いていたあま在住の方々が、新
通所生としてゆめネットの一員とな
りました。4月より花池町にて活動を
スタートしており、27年度秋以降に
あま市七宝町にて新規事業所の建設
を予定しています。現在は親御様方
が愛着を持って使われていた「チー
ムあま」の名称をお借りしています
が、今後は事業所新設のタイミング
で、改めて皆様に愛される名称を考
えていきたいと思っています。新規
事業の内容はまだまだ熟考中ですの
で、改めて皆さまにお示しさせて頂
きます。
今年度も利用者の皆様がいきいき
と輝き続けるよう、法人全体で知恵
を振り絞っていきます。今後もゆめ
ネットの活動を暖かく見守って頂け
たら幸いです。
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各事業所紹介コーナー

生活介護部門

コアラハウス

今回は生活介護部門よりコアラハ
ウスの春の遠足をご紹介します！暖
かくなり、みんなで遠足に出かけた
い ね ♪ と い う こ と で『愛 知 健 康 の
森』に行って来ました。
前日にお菓子やジュースの買い物
をすませ、みんな明日が楽しみでウ
キウキと心待ちにしていました。
現地ではすぐにお弁当タイムで、
ハンバーガーや手作りお弁当を『美
味しいよ♪』と残さず笑顔でペロッ
と完食！！朝から張り切って作った
甲 斐 が あ り ま し た！昼 食 後 は、
キャッチボールをしたり散歩にでか

活動報告コーナー

≪岸≫ 記事１

就労部門

アイリス・しらかわバー

気がつくと暖かな春がやってき
て、夏の気配も感じられる今日この
頃・・。
嬉しい ことに、今年の４月で カ
フェアイリスはオープン５年目を迎
えました。
三井住友海上ビルの１Ｆで社員の
方が多数来店する中、オープン当初
仲間たちは緊張でカチコチでした。
当時は接客練習と掃除に精を出し、
みんなで観葉植物の拭き掃除をよく
していたのを思い出します。
それが今ではドリンクをテキパキ
と運び、お客様と笑顔で話をして、
ドリンク作りから会計にも携わり…

余暇部門

アフター４（ダンス）≪林≫

ついに新年度のスタートですね。
今年度も皆様どうぞ宜しくお願いし
ます。
今回はアフター4の取り組みのダ
ンスクラブについて、ご紹介させて
頂きます。皆で「楽しくダイエット
♪」を目的に毎月第三月曜日、４人
の仲間たちと２人の支援員で、ダン
スに励んでいます。
皆、踊る事が大好きな仲間たちで
すが、最初は戸惑いを見せる仲間も
いました。それでもマイペースに、
自由にダンスを楽しみながら自然と
受け入れ、１年間踊り続けてきまし
た。今では戸惑いを見せた仲間も毎
月「ダンス♪ダンス♪」と、楽しみ

季節イベント

けたりして、桜も綺麗に咲いており
春を満喫して良い運動になりまし
た！
帰りの車中では、みんな全力で遊
んだのでグッスリお昼寝タイム。楽
しかった遠足の思い出を夢見ている
んでしょうね。
この春は新たに出会いがありまし
た！コアラハウスには利用者さん１
名が入所され、職員１名が配属され
ました。 今年度も新しい方を仲間
に加え、持ち前のチームワークで一
緒に喜びを分かち合える楽しい１年
にしていきたいと思います。

平成２６年４月１日にゆめネット
入所式を行いました。新通所生の方
や新入職員をお祝いするかのような
晴れ晴れとした天候、さらに春を彩
る桜が満開での式典となりました。
今回は初めての会場となる中川文
化小劇場での開催でした。初めての
場所になるのでトラブルが起こるの
では、仲間の皆さんも不安になるの
ではないか等の心配ごとを胸に抱え
ながらの式典でした。しかし！！仲
間 の 皆 さ ん は 凄 い で す！！当 日 私
は、檀上の司会台から皆さんの様子
を見ていましたが、先輩の皆さんは

≪井川≫

記事２

見違えるように多くの仕事をこなして
います。正直、私たちより運ぶのが上
手く安定感抜群です。
またアイリスが企業様に評価され、
１年半後にはしらかわホール内のしら
かわバーの運営も任せていただくこと
が出来ました。今年から新たな仲間も
加わり、仲間にとっても憧れの職場に
なっています。
これから数年後、数十年後にはどん
な変化があるのでしょうか。色々と想
像が膨らみます。何年経っても、今の
様に笑顔で楽しく仕事する仲間たちの
姿が見られることを期待して、今日も
働く私たちです。

記事３

にしてくれているようでとても嬉しい
です。４人がニコニコ顔でダンスをす
る様子から、支援員も元気と笑顔を貰
えます。仲間達は本当に踊り好きで、
休憩中も「踊ろう！」と支援員の手を
引く 事も…支援員 の方が先 に息が 上
がっ てしま い、お 恥ずかし い限り で
す。
３月には発表会を行いました。当日
は素敵な衣装でキメてポーズもバッチ
リで最後は観客の仲間も全員でレッツ
ダンス♪大成功でした!!踊りの力は偉
大ですね!!これからも「楽しく踊るこ
と♪」を胸に、また今年一年ニコニコ
楽しく踊り続けていきたいと思いま
す。

入所式

新人スタッフ紹介
２月より職員として、ゆめとまと
でお世話になっています山田 綾
人（やまだ あやと）です。仲間の
皆さんの素敵な笑顔を糧にして、
その素敵な笑顔がひとつでも多く
生まれるお手伝いが出来たらと
思っています。
今後とも宜しくお願い
致します。
今年の２月から第１コ
アラハウスの一員となり
ました、鈴木 真人（す
ずき まさと）と申しま
す。今まで福祉の経験
はないので、色々な事
が初めての経験になり
ますが、毎日楽しみなが
ら勉強させて頂いていま
す。これからも仲間の皆
さんと日々楽しく過ごし
ていきたいと思いますの
で、今後とも宜しくお願
いいたします。

≪山川≫

記事４

落ち着いた様子で、厳かな雰囲気を
楽しまれているように見えました。
新通所生７名の方々からも新生活へ
の期待と熱意を感じ、私も負けてい
られない！！そう思わせられるよう
な姿が見られ、とても良い式典とな
りました。
新たに仲間７名、職員２名を向か
え、今後より一層楽しく共に成長し
ていけたらと思います。参加してい
ただいた皆様ありがとうございまし
た。新たな仲間の皆さんのご活躍に
ご期待下さい!!

≪山田・水谷・岡地・鈴木・後藤・山本・井邊≫
４月からゆめネット第１コアラハウスに所属
となりました、水谷 将之（みずたに まさゆ
き）と申します。以前はい～まのケアホーム
で４年間勤務しておりました。
まずは、１年間利用者様の気持ちを考え、
優しい支援をしていきたいと思います。
どうぞ宜しくお願い致します。

山田

水谷

鈴木

２月よりボタンＣａｆｅでお世話になっ
ています井邊 善美（いんべ よしみ）
と申します。
「インベ」は和歌山市の地名です。
中産連ビルの皆様に愛されるお店
を目指すとともに職場の皆さまのオア
シスとなれる様頑張りたいと思いま
す。
今後ともよろしくお願い致します。

岡地

山本

井邊

後藤

記事５

この春より、職員となりました岡地
香奈(おかち かな)と申します。２年
間就労部でパートとしてお世話に
なっておりました。４月からは新たな
気持ちで、精一杯チームあまに力を
注ぎたいと思っております。笑顔溢
れ、暖かな気持ちに包まれるような
場所を、たくさん生み出して
いきたいです。知識も経験も
未熟で、ご迷惑をお掛けする
こともあると思いますが、よろ
しくお願い致します。
１月末からカフェアイリスで
お世話になっております、山
本 敏子（やまもと としこ）
です。まだまだ慣れない事も
多いですが、仲間の皆さん
と一緒に楽しく働かせて頂い
ております。ゆめネットの合
言葉が大好きで、私の中で
は笑顔の言葉になっており
ます。これからもよろしくお願
いします。
ボタンＣａｆｅでお世話になっておりま
す後藤 佳代（ごとう かよ）と申しま
す。明るい皆さんと楽しくお仕事できて
とても感謝しております。
これからもたくさんお客様に利用者
さんたちの可能性をもっと知っていた
だきたいなと思っております。
どうぞよろしくお願いいたします。

