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各事業所紹介コーナー 

 暑さが少し和らぎ始めた９月の

１６日１７日に、とまとの家一泊

旅行へ行ってきました。今年はな

んとユニバーサルスタジオジャパ

ン（以後ＵＳＪ）へ行くという事

で、旅行のかなり前からパンフ

レットを眺めたり、パソコンでア

トラクションの動画を見たりしな

がら気分を高めました。 

 当日は高速道路で大阪までひた

走り、ホテルに荷物を置いたら早

速ＵＳＪへ！ 

 今回は乗り物にガンガン乗るグ

ループと、比較的ゆっくり回るグ

ループとに別れたので、それぞれ

に合ったペースで楽しめたのでは

ないかと思います。仲間たちの様

子は様々で、とにかくウキウキ心

弾ませている仲間もいれば新たな

地に不安そうな表情を見せている

仲間もいたり、アトラクションに

怯えながらも楽しんでいる人がい

たり、色々な表情を見ることがで

き、本当に良かったと思います。 
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とまとの家 1泊旅行 ≪川野≫   

 USJとホテルが近かったため、

夜のパレードも見ることができ、

拍手を贈る人もいれば手を振る人

もいたりして、ここでもそれぞれ

楽しんでいる様子でした。 

 さすがに夜は疲れたようで、遅

くまで起きている仲間はほとんど

おらず、ぐっすり眠って翌日に備

えていました。 

 ２日目はおみやげ購入が中心で

したが、アトラクションに乗れそ

うなグループはアトラクションを

楽しみ、ＵＳＪ満喫しまくりの旅

行でした。 

 仲間の様子を見ていても、ほん

とに楽しい旅行になったのではな

いかと思います。 



 １０月７・８日でコアラハウス一泊

旅行が行われ、伊勢志摩まで行ってき

ました。 

１日目は志摩スペイン村に行き、各自

自由行動をとり色々な乗り物に乗った

りパレードを見ました。 

 今まで見たことのない表情をみる事

ができ、アトラクションが苦手と思っ

ていた仲間が実はアトラクションが好

きと判明！！新たな発見を沢山見る事

が出来た１日でした。仲間はもちろん

職員も一緒になり楽しんでいました☆ 

 今回の旅館は「扇芳閣」で疲れた体

を癒してくれました。伊勢湾で獲れた

新鮮な魚介類を堪能し、お酒を飲んで

いた仲間もいたり、宴会ではカラオケ

で歌ったり、皆のテンションが最高潮な

宴会になりました。 

 ２日目は伊勢神宮＆おかげ横丁食い倒

れツアーでした。仲間たちが自由行動で

お土産を買ったり伊勢名物の赤福を始

め、それぞれが食べたい物を食べたりし

てお腹一杯になった所で、太鼓のイベン

トを見てビックリしながら真剣な眼差し

でした。とても盛りだくさんでお腹一杯

な題名の通り「喰い倒れツアー」な２日

目でした。  

 今回の旅行はゆっくりしながらもとて

も充実し、今まで参加した旅行の中で１

番仲間各自楽しめマイペースに過ごすこ

とのできた旅行だったと感じました。 

中でも餌をあげる時に手を舐められ驚いた

のが印象でした（笑） 

その他にも、下呂の足湯でのんびりした

り、香嵐渓に紅葉を見に行ったりと普段な

ら混み活動が難しい所でもたくさん楽しめ

ます。今後も平日ならではの企画を考え仲

間たちと楽しみながら活動していきます。 

これから寒い季節に入りますが、ゆめネッ

トツアーも寒さに負けず新しいことにチャ

レンジしていきます。仲間たちとのんびり

したりはしゃいだりしていきます。 

 土曜日に行われていたゆめネットツ

アーが、10月から平日に移行し再スター

トしました。 

平日に移行したことにより、土曜日だと

混んでいるスポットでも平日ではスムー

ズに活動できるようになり、ゆめネット

ツアーを普段の倍楽しんで活動していま

す。平日版最初の企画は「電車でＧＯ」

で愛知牧場に行きました。愛知牧場では

ジェラードを食べたり、動物に餌をあげ

たり自然をいっぱい満喫してきました。

余暇部門 ゆめネットツアー ≪竹内≫     

あいさつや商品提供といった技術的な

レベルアップはもちろんのこと、仕事の

対する責任感を仲間達が持ち行動に移し

てくれたことを非常に嬉しく思います。    

接客業に「完璧」という言葉は無いの

ですが、個々のペースで今後もよりよい

サービスを目指してアイリス一同頑張っ

てまいります。 

 お時間がありましたら是非、仲間達の

仕事ぶりを見に来てください。 

 カフェアイリス一同お待ちしておりま

す。 

この原稿を書いている今、アイリス

の前はイチョウ並木が色づき季節の移

り変わりをしみじみ実感しています。 

カフェアイリスがオープンして半年

以上が経ちました。先日オープン以

来、初めて丸一日アイリスから離れて

みましたが「トラブル無くスムーズに

一日終えた」との報告を受けました。

さらに僕がいないことによって仲間達

が「私がやらなきゃ！」との意識が芽

生え、いつもより張り切って取り組ん

でいたとも聞きました。 
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各事業所紹介コーナー 

就労部部門 カフェ・アイリス ≪加藤≫ 記事２ 

生活介護部門 コアラハウス ≪福手≫  記事１ 



暑さ厳しい夏が過ぎ去り、涼しさが感

じられるようになってまさに絶好のお祭

り日和となった１０月１７日、第２２回

中川区区民と手をつなぐふれあい広場が

行われました。 

お祭りの一週間ほど前の天気予報では

当日は雨との予報で、実行委員はもちろ

んの事、毎年のお祭りを楽しみにして下

さっている方々も心配された事と思いま

すが、いざ蓋を開けてみれば当日暑くも

無く寒くも無く、お祭りを満喫するには

最適な天気だったと思います。 

お祭りでは、それぞれのお小遣いで屋

台の食べ物を堪能したり、スタンプラ

リーや体験物に挑戦して商品を手に楽し

んだり、ゆめネットの屋台の売り子とし

て元気に声を出してお客さんにセールス

してくれたりと、仲間たちはそれぞれ思

い思いの楽しみ方をしてくれているよう

な素晴らしい表情をしていました。 

他の施設の方々とも交流があり、私た

ちとお客さんだけでなく、色々なふれあ

いをすることが出来た一日だったのでは

ないかと思います。 

また、今年も沢山の親御さんからボラ

ンティア協力を頂きました。色々とこち

らの不備もあり、ご迷惑をお掛けする事

もありましたが今年の反省点と、楽し

かったお祭りの思い出を胸に、来年に繋

げていきたいと思います。 

 

 

こんちにわ！7月からFlap

で働かせて貰っています、

磯辺です。徳島出身です。なので特技は阿

波踊り・・。料理は得意な方と自分では

思っていたので応募しました。が、実際働

き始めると、まるでシェフのような竹内さ

んに教わることばかりで、毎日が発見、勉

強の日々です。福祉という奥深い仕事に、

また素敵な仲間たちと広く深く関わりたい

です。今後ともよろしくお願いします。 

     

 

 みなさんこんにちは。 

第３コアラで働いていま

す。吉田です。今年の二月に仲間にならせ

て頂きました。第３コアラは、四月に開所

してアッという間に８ヶ月が立ちました。

“楽しい”ばかりではなく“大変”もあり

ますが、仲間たちの笑顔に毎日助けても

らっています。みんなに感謝です。 

これからも頑張って楽しんでいきますので

よろしくお願い致します。 

ふれあいまつり報告 記事４（宮田） 

血（インフルエンザ）で、仲間の皆さんがど

のような反応をされるかという事でした。注

射の前から涙したり、注射針を見た途端に立

ち上がって拒否したり、やむなく中止するこ

ともありましたが、看護師さん方のやさしい

声かけや配慮もあり、予想していたよりもス

ムーズな受診をする事ができました。 

先々の事を思い浮かべると、病気や怪我な

どで病院にかからなくてはいけない場合もあ

ると思います。日中や余暇の時間とは別に、

必要に迫られた場合の仲間の表情が見られよ

い経験になったと共に、また仲間の健康につ

いて改めて考える事ができました。 

今回皆様方からご要望を頂いておりま

した、健康診断を実施させて頂きまし

た。地域との繋がりという事からも、荒

子本部から徒歩数分の名古屋西クリニッ

クさんで受診しました。基本検査では、

身長、体重、腹囲、視力、血圧、心音、

血液検査を、希望の方には、胸部レント

ゲン・心電図と、インフルエンザ予防接

種を行いました。 

ゆめネットとしては初めての試みとい

うことでしたが、希望のみなさんがひと

通り受診することができて、ホッとして

おります。 

受診にあたって一番心配だったのは採
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季節イベント・パートさん紹介コーナー 

中川区ふれあい広場  ≪細山田≫     記事

  健康診断   ≪安井≫     記事５ 

パートさん自己紹介（第３コアラ・ＦＬＡP）２名 



 事務局とヘルパーチームゆめさぽの管理者として活躍をしていただいている上

原直人さんの紹介です。 

 間もなく３０歳という若い彼ですが、福祉大学を卒業し、支援費制度開始と共

に障害福祉の世界に入られました。障害福祉がガラガラと変わっていく真っ只中

で育ってきた世代です。変わることの大切さと、変わることの難しさを身をもっ

て体験されてきたと思います。 

 現場では時に優しく、時に厳しく、硬軟をうまく表現しながら支援に従事して

くれています。この幅の広さがあるため、就労的な目標の利用者さんから、学齢

のお子さんまでオールラウンドで担ってもらうことが出来ます。 

 また、親しみやすいキャラクターから利用者さんからの人気も高く、誕生日企

画の指名率（好きな職員を指名できる仕組み）はナンバー１です。親御さんから

のご相談を受けることも多く、上原さんを通じてゆめネットとの関係が生まれた

利用者さんも少なくありません。そんなご縁の利用者さんのご兄弟の結婚式に利

用者さんの付添いとして参加し、親族席にちっちゃくなって座っていた…そんな

エピソードもある彼です。 

 今、彼はゆめネットで創ってきた実践を永続していくための経営やマネージメ

ントを学んでくれています。数字ではなく、安心や信頼を勝ち得ていく経営を目

指す私たちにとってはかけがえのない存在です。これまでの頑張りに感謝と共

に、これからの活躍に大期待です!! 

職員・イベント案内コーナー 

 理事長は見た！！ 上原編 

【キョウコノゴロ】 
平成２２年１１月～１２月活動 平成２２年１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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月 日 事柄 

11 1 ガイヘル養成講座（５・１６・２９日） 

  １１ 東海医療講師（小山） 

  １３ ゆめサポキャンプ（～１４日） 

  １６ ゆめネットツアー 

  １８ サービス管理責任者研修（～１９日） 

  １９ コミュニケーション研修（中村） 

  ２１ 振替通所日 

  ３０ 金山セルプパン販売 

12 1 助光中学校より実習生受け入れ（２名） 

  ２ ゆめネット法人監査 

  ４ ガイヘル養成講座（４・１４・２０日） 

  ５ 振替通所日 

  ７ ゆめネットツアー 

  ２１ ゆめネットツアー 

  ２２ 金山福祉の店 

  ２９ ゆめネット冬季休暇（～１月４日） 

月 日 事柄 

1 ７ ゆめネット成人式 

  １６ 振替営業日 

  １８ ゆめネットツアー 

  ２５ ゆめネットツアー 

  ３０ 振替営業日 


