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 今年の１月・２月は雪がたくさん降

り、少し寒い時期が続きましたがあっ

という間に３月。今年度もあと少しで

終わりを迎えようとし、そして春を迎

えようとしています。 

 今年度もゆめネットの動きを振り返

るとさまざまなことがあったことを思

い出します。 

４月から始まった新たな事業「カ

フェアイリス」。以前から描いてい

た、利用者さんに格好のいい制服を着

用してもらい仕事をしてもらいたい！

という思いがあったのでそれが叶い本

当に嬉しく思いました。始まった当初

は仲間がぎこちなく片手で持っていた

お盆も、今では大分安定して持てるよ

うになってきたようです。今後もこの

事業を通じて仲間の成長する姿がみら

れるのではと、楽しみにしています。 

そして同じく４月から始まった「第

３コアラハウス」。仲間数名でという

アットホームな感じでとスタート！い

つ覗かせてもらっても家族がいるよう

な温かい感じで、みんな個性を発揮し

やすいようです。のびのびと過ごして

いるのが印象的です。 
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今年度を振り返って      ≪小山≫ 

そしてこちらも今年度から始まり

ました余暇・個別支援事業を扱った

「ゆめさぽ」。今まで出来なかった個

別のおでかけ等の支援が出来るように

なり、より仲間のことを知ることが出

来たように感じます。 

 その他にもいろいろなことが思い出

されるのですが、個人的には以前ゆめ

通信で書かせてもらいました、仲間た

ちと出かけた北海道旅行が印象的です

ね。 

 大自然を目の前に、仲間たちが嬉し

そうな表情をしていたのが忘れられま

せん。 

 来年度も１人１人の笑顔を大切に職

員一丸となって支援が出来たらと思い

ます。２３年度もゆめネットを宜しく

お願い致します。 

   



 今年も桜の開花まであと少しとなってき

ました。月日が流れるのは早いもので、

第３コアラハウスが始動して１年が経ち

ました。 

 新スタートで戸惑いがありながらも心

新たな思いで「みんなで力を合わせて頑

張っていこう！！」と色々なことにチャ

レンジした一年でした。そんな気持ちを

胸にスタートをした第３コアラハウスで

したが、いざ蓋をあけてみると６名の仲

間はあっという間に環境にも慣れてきま

した。そして、たくさんの素敵な笑顔を

見せてくれました。 

 取り組みにおいても、体力づくりが大

好きになった仲間がいたり、割り箸作業

が日に日に上達していく仲間がいたり

と、みんながそれぞれ個性を出してくれ

ています。 

 日々の成長とは言いますが、成長とい

う素晴らしさを感じたのが正直な思いで

す。大きな怪我もなく、元気にやってこ

られたことが何より嬉しいです。 

 ２年目に突入しますが、初心を忘れる

ことなく更なるスキルアップを目指して

いこうと思います。今後とも、皆様に暖

かく見守ってください。 

 

羽ばたけ！第3コアラハウス！ 

 

みながら生活力UPを計っていきます。 

 また、金曜日のお出かけ付きのイベント

では、最近ではメイド居酒屋へ行って参り

ました。企画したときかなり冒険だなと

思ったのですが、いろいろな仲間の様子が

伺え、結果的に大成功でした。店員にさん

に緊張した様子を見せたり一緒に踊ったり

飲み食いに夢中な仲間もいて、ほんとに楽

しかったです。 

 仲間にとっても職員にとっても、楽しい

お泊り会の場に慣なるようにしていきま

す。  

 ゆめネットのお泊り会では、室内企画

があり主に生活道場とキッチンで、生活

道場の方は個々に合った目標を一人ずつ

定めて生活力UPを計り、キッチンでは毎

回皆でメニューを決めて分担して調理を

行っています。 

 仲間の様子を見ていると、入浴や食事

など少ない声かけで行動の切り替えが出

来るようになった仲間や、食器の片付け

や衣服の着脱などが自主的に行えるよう

になって来た仲間、また本当に自分の家

のようにテレビを見たりゲームをしたり

してくつろいでいる仲間もいます。 

 今後も個々に合った目標の中で、楽し

余暇部門 お泊り会 ≪川野≫  記事３ 

担当していなかった仕事も目の前にあるこ

とで、声かけがなくても「自分がやるよ」

という意欲的な発言もたくさん聞けまし

た。とても頼もしく、みんなのこれからの

可能性を感じ本当にうれしく思います。そ

してもう一つ、ぽこ・あ・ぽこでは、２月

末に２年間一緒にお仕事をして下さった

パートさんが退職されました。お別れに動

揺や寂しさを感じ涙してしまっていたので

すが、しっかりとした気持ちで受け止めて

いました。一年を振り返ると、何気ない毎

日のように過ぎていた日々もたくましく

なっていた一年でした。 

ぽこ・あ・ぽこのメンバーは、今年

度の４月からカフェ・アイリスの仕事

も加わり、数名の仲間が、パン屋さん

の製造販売のお仕事とカフェの接客業

のお仕事をかけもちすることをはじめ

ました。一日の流れも週の流れも大き

く変化した一年でした。それに伴って

仲間達のぽこ・あ・ぽこ内での役割分

担も随分変わり、それぞれの担当の幅

も広がり質も責任も大きくなりまし

た。仲間達はそんな状況を自然に受け

入れ「協力してやる！」という事を

しっかり頑張れた一年でした。今まで
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就労部部門 ぽこ・あ・ぽこ ≪中村≫ 記事２ 

生活介護部門 第３コアラ ≪宮田≫  記事１ 



新年の清々しい気分冷めやらぬ１月７

日、ゆめネットの成人式が行われまし

た。 

 当日は天気に恵まれ、一年の中でとて

も大切な行事。その一つがゆめネットら

しさいっぱいの笑顔溢れる成人式です。 

 今年大人の仲間入りを果たした新成人

はゆめとまとの井上駿輔さん、清水淳さ

んの２名です。２人共スーツをバッチリ

着こなして、少し緊張した笑顔を浮かべ

ていました。 

 式典では、理事長の鷹巣さんの笑いを

交えた祝辞から始まり、新成人の幼少か

らの写真のスライドショーでお二人の思

い出を皆で共有することが出来たり、普

段一緒に過ごしている仲間からのお祝い

の言葉と花束をもらったりと、笑顔あり

感動ありの内容でした。 

 職員達の笑いを交えた祝辞等も印象的

でしたね。 

 成人式後の毎年恒例のカラオケも大盛

り上がりで、とても楽しんでいる様子で

した。仲間のみんなはカラオケが大好き

ですね。 

 今年も素晴らしい成人式ななったので

はないでしょうか？ 

 最後なりましたが、成人式にご参加く

ださった方々、本当にありがとうござい

ました。 

。 

ふれあいまつり報告 記事４（宮田） 

 

 

 

はじめまして。4月からコアラハ

ウスで働かさせて頂いております。

以前は、事務職・営業職を経験し、

子育てても終わりかな？ 

初めて福祉という仕事に従事させ

て頂いて勉強になることが多く奥深

いということに驚きつつ楽しく毎日

を過ごしております。 

不慣れな点が多く、ご迷惑おかけ

することがありますが明るく元気に

頑張っていきたいと思っておりま

す。 
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成人式            ≪細山田≫ 記事４ 

パートさん自己紹介（コアラ2名・ゆめとまと1名）  
 

 

 

  

 初めまして、1月よりコアラハウ

スで働かさせて頂いております。座

右の銘は「笑う門に福来たる」で、

笑顔で健康がモットーです。また、

心身デトックスセラピストとして、

リンパドレナージュ施術や「ゆるの

びリンパ体操」の講師もしていま

す。まだまだ、不慣れで仲間との触

れ合いも始まったばかりですが、仲

間を理解していき、共に成長出来る

ように時間をかけて努力していきま

すのでよろしくお願い致します。 

 

 

 

  

 

 

 こんにちは、ゆめとまとの坂田享

子です。あっと言う間に２カ月が過

ぎました。楽しい出会いに始まり、

悲しいお別れもありました。既に他

のスタッフと同じように慕ってくれ

る仲間、まだなかなか警戒心を解け

ない仲間、様々です。スタッフの

方々も仲間も、皆とてもパワフルで

エネルギッシュなので、いつも元気

をもらっています。皆からもらった

パワーを少しでも仲間たちに還元

出来たらうれしいです。 

赤い羽根共同募金 ≪江尻≫ 記事５ 
 

 

 

 

 

社会福祉法人愛知県共同募金会様より、平成２２年度配分金をご配慮頂き、

車両整備へと充当させていただきました。 

現在は車両の納車も完了し、活動や送迎など、日々用途に応じて使用してい

ます。 

ゆめネットの利用者方も大変喜んでおり、今後も大切に使わせていただきま

す。この度は、本当にありがとうございました。 



 川野太士さんは５年前のゆめとまと立ち上げ時に新卒で入った生え抜き職員で

す。今年度はサービス管理責任者の研修も受け、いよいよゆめネットの中堅職員

として責任あるポジションを任せていきたい人物です。 

 その川野さんをひと言で表すなら「いい人」です。裏表がなく素直で誠実で、

私が自分の子どもを託すならぜひ川野さんにお願いしたいです。 

 とはいえ普段の仕事ではおっちょこちょいなところもあって、直属の上司から

愛の鞭を受けているところもちょくちょく見かけます。靴下が左右違っていた

り…可愛いおっちょこちょいも多いのですが。完璧すぎず、ほんの少し隙がある

くらいが愛されるのでしょうか、彼は職員、パート、保護者さん、そして利用者

さんにわたって最も愛されている職員です。前述の直属の上司もよく叱っている

半面、自分に悩み事があったり聞いてもらいたい話がある時には、彼を誘って食

事をしているようです。私なんかは話を聞いて欲しいと言われても、結局気づい

たらほとんど自分が喋っていて…というタイプで、実は世の中そんなタイプが多

いと思います。そんな中、彼の受容力の高さはひとつの才能です。 

 余談ですが、ゆめネットには野球チーム「オリオンズ」があり、川野さんの俊

足はチームいちです。野球もそうですが、いろんなキャラクターがいてひとつの

チームが出来上がます。周りにはいろいろなキャラクターの人間がいますが「得

手に帆をあげて」川野さんには川野さんらしさを大切に、これからもゆめネット

の良心、ゆめネットの癒しとしてあり続けて欲しいと思います。 

 

 理事長は見た！！ 川野編 

【キョウコノゴロ】 
平成２３年１月～２月活動報告 平成２３年３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 

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 

  １９ 
松坂屋福祉の店 ぽこ・あ・ぽこ出店 

（～２１日） 

  ２５ ゆめネットツアー 

  27・28 サービス管理責任者研修（上原） 

  ３０ 振替営業日 

２ ４ 

アメニティーフォーラム（安井・中

村） 

（～６日） 

  ６ 振替営業日 

  ８ ゆめネットツアー 

  １１ 
中川区社会福祉協議会 ぽこ・あ・ぽ

こ出店 

  １５ ゆめネットツアー 

  ２２ ゆめネットツアー 

  ２３ コアラハウス ユーカリの会 

  ２５ 
パートナーサポートシップセンター講

師（小山） 

  ２７ 振替営業日 

月 日 事柄 

３ ６ 振替営業日 

  ８ ゆめネットツアー 

  ９ 
金山ＳＥＬＰ ぽこ・あ・ぽこ出店 

（１１日） 

  １３ 振替営業日 

  １５ ゆめネットツアー 

  ２５ ゆめネットツアー 

  ３０ 振替営業日 

４ １ コアラハウス入所式 


