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各事業所紹介コーナー 

月日が経つのは早いもので、ゆめ

ネット職員として5年もの期間が経過

した今日この頃です。振り返れば懐か

しいもので、25歳の時にグループ事業

所へ面接に行きました。いつの間にか

33歳を迎える歳になりました。以来で

すが、現理事長とも長く良いお付き合

いをさせて頂いています。 

昨年度中には様々な事業展開もあ

り、益々仲間のみなさんの選択肢が増

えた一年でした。当然サービスの拡充

を図るには計画は必要でし色々と試行

錯誤しております。難しい判断を迫ら

れることもありますが、そこは管理者

の面白さであり、日々の勉強だと感じ

ています。まだまだ未熟者ですので、

今年もそこは課題として意識していき

たいと思います。 

 ひとつ、ゆめネットの自慢となりま

すが、やはりこの福祉という分野に

は、優しい人、明るい人は当然に必要

とされます。僕自身も色んな性格の人

と出会ってきましたが、これまで長く

仕事を続けてこられたこと、また今の

自分が居るのも、信頼のおける同僚の

サポートや、親御さん方のご理解やご

協力のおかげだと感じています。これ
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今年度に向けて      ≪江尻≫ 

からもいい関係で付き合っていける

よう、持ち前の明るさで存在感を示し

たいと思います。 

開所当初から、日中、余暇、住まい

の順でサービスを組み立ててきました

が、いよいよその時が来たようです。

今年のひとつのテーマ「ケアホーム」

が念頭にあります。 

主の職員は僕の部下にあたる川野にな

る予定ですが、これまで一緒にがん

ばってきただけに特に期待をしていま

す。 

 今年度も利用者さんひとりひとりの

個性を大切にし、誰からも喜ばれるよ

うな支援を心掛けるようにがんばりま

す。 

 

 



 昨年の７月から定期的に週３日、午後の

作業の時間帯に、コアラハウスとゆめと

まとの仲間の一部で特別活動を行なって

います。内容としては、木工作業・食器

洗いや洗濯物干し・ぽこ活動といった三

項目があり、それぞれ３～４人の小グ

ループで活動しています。木工作業では

看板を作成し、デザイン・買い出しから

全て仲間たち自身で行ない、当初はぎこ

ちなかったノコギリを持つ手も、今では

職人さんのような顔つきでノコギリを握

りしめ、立派な看板を完成させました。

洗い物作業では、昼食後の食器洗いを主

に行っています。個々のペースにあった

食器の数を一人ずつ時間をかけて洗い、

毎回ノルマを達成させています。ぽこ活

動では、主にクッキー袋のラベル貼りを

行なっていて、出来上がった物を地下鉄

でぽこまで搬出するという仕事も交代で

行なっています。また時々、金山での

クッキーの販売等にもお手伝いとして参

加させて頂き、普段ではなかなか経験す

ることのない接客にも、笑顔で意欲的に

取り組んでいます。 コアラハウスとゆ

めとまとが単独ではなく、協力して一つ

のことに取り組むこの特別活動は、仲間

たちそれぞれの良い刺激にもなり、達成

感にも繋がっています。【継続は力な

り】という言葉通り、継続していくこと

で日々の成長を感じることが出来ます！

昼食では、仲間たちの好きなものやリクエ

ストで食べています。仲間たちの食べてい

る姿は最高です！！ 

 お出掛けだけではなく通院介助や理髪店

に行き自立に向け幅広く活動をさせて頂い

ています。通院介助や理髪店など始めて行

く仲間たちもいますが、とても落ち着き、

普段とは違った表情を見せてくれていま

す。色々と保護者の方々に温かいお言葉を

頂いてうれしく思っております。 

 今後の個別余暇も、たくさんお出掛けを

したり職員のスキルアップしていきたいと

思いますのでよろしくお願い致します。 

 今後もよろしくお願い致します。 

 個別余暇は、昨年度の11月からスター

トしました。主な活動内容は、電車で温

泉に行ったり名古屋市の公共施設やお花

見をしたりしています。 

 最近のお出掛けでは、港に新たらしく

出来た「リニア博物館」へ行ってきまし

た。新旧の新幹線があったり昔の電車な

どがあり、電車好きな仲間にはピッタリ

な場所です。 

 仲間たちは、電車と写真を撮ったりジ

オラマをずーっと見たりして楽しく過ご

せます。中でも新幹線チケットの擬似体

験が出来、仲間たちは大はしゃぎな様子

で満面の笑みを見せてくれます。 

余暇部門 個別余暇 ≪上原≫  記事３ 

 今年度からは新たに伊藤真実さんも加わ

り、また昨年度とは違った雰囲気でスター

トしています。 

色々と不安や戸惑いを感じることもあ

るかと思いますが、笑いの絶えない抜群の

チームワークで乗り切り、今年も１年充実

した年にしていきたいと思います。 

そして、FLAPのモットー「毎日の笑顔

は食事から」！！ 

今年もみんなの笑顔をサポートしてい

きます。 

今度も張り切って参りたいと思います

のでよろしくお願いします。 

桜の花びらも散り、過ごしやすい天

候になってきました。 

昨年度の事を思い出すと、新設備の

導入、FLAPのメンバー改編など色々と

様変わりし、みんな混乱しないかなぁ

という不安を抱えながらのスタートで

した。 

しかし、あっという間に過ぎた１年

でしたが、オーブン調理などの新しい

仕事を覚えたり、笑顔で生き生きと仕

事をこなしている仲間を見ると、しっ

かりと１年を歩んだ軌跡が伺えとても

嬉しく感じました。 
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各事業所紹介コーナー 

就労部部門 Flap ≪竹内≫ 記事２ 

生活介護部門 新しい作業班 ≪鳥居≫  記事１ 



新年度、最初の行事は「入所式」。 

毎年入所式は、中村生涯学習センター

にて盛大に行われます。 

 今年は３名が新たにゆめネットの仲間

となりました。当日、桜はまだ二分咲き

でしたが、天候にも恵まれ、たくさんの

笑顔の花が咲いていました。 

 お祝いの言葉を述べる先輩の仲間はと

ても緊張した様子でしたが、きちんと大

きな声で話してくれました。とても先輩

らしい力強い言葉でした。新通所生も心

に響いたかと思います。 

式典中、先輩の仲間たちはとても落ち

着いて新通所生の３名を見守りながら温

かい表情で祝福している様子でした。 

 先輩からの花束贈呈では、新通所生のみ

んなも頑張っていこうという気持ちが伝

わってきました。 

入所式恒例の桜の木の下での写真撮影

では、皆眩しいほどの笑顔を見せてくれ

ました。 

 そして毎年恒例のカラオケでは皆ノリノ

リで新通所生の方たちも張り切って歌を

歌っていました。先輩仲間たちや職員も

新通所生を歓迎するお祝いの歌などで新

しい門出を祝っていました。 

新しい仲間が増え賑やかになっていく

コアラハウスをこれからも宜しくお願い

致します。 

  

 

 

 

 

 ４月に入社しました吉竹です。この

仕事に携わることになり、自分に何が

できるのかと不安な中、ぽこの皆さん

は初めからいっぱいの笑顔で迎えてく

れました。受け入れてくれたみんなに

感謝しながら微力ではありますが、応

えていきたいと思います。順調な時や

そうでない時も、一緒に泣き笑いしな

がら一歩ずつ向上していきたいです。

目標は「一生懸命、楽しく仕事をす

る」です。仲間の皆さんと親御さんに

信頼を頂けるよう頑張ります。 
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季節イベント・パートさん紹介コーナー 

入所式            ≪福手≫ 記事４ 

パートさん自己紹介（ぽこ１名・アイリス２名）  
 

 

２月よりカフェアイリスに入社し

た施山里美です。昨年の夏にカフェ

アイリスで研修をさせていただいた

ご縁で、今度パートとして働かせて

頂きました。研修中に、仲間や職員

の方々と共に過ごさせて頂きまし

た。仲間の生き生きとした表情が何

より印象的でそれぞれの個性ととも

にひとつのチームとして働いている

様子に心を動かされました。これか

ら私もそのチームの一員として、よ

り仲間が働きやすい様に毎日の笑顔

がみられるように頑張ります。 

 

 

 

 はじめまして。石黒美佳です。み

んなからは“みかちゃん”と呼ばれ

ています。甘いものが大好きで、毎

日チョコなどを食べています。 

負けず嫌いで、何事にも最後まで取

り組む性格です。 

スタッフさんも仲間もみんな素敵な

人ばかりで、日々、楽しく、お仕事

をさせていただいています。 

これからもよろしくお願いいたしま

す。 

新通所生紹介（ぽこ１名 FLAP１名 コアラ１名） 
くみこさんは、お仕事

を「楽しい」と言っ

て、聞いた事を忘れな

いようにとメモを書き

とめたり、何事にも一

生懸命取り組んで頑張るがんばり屋さ

んです。おしゃべりも大好き、音楽も

大好き、おうちの家族のことも大好き

なとても優しい、くみこさんです。就

労部のお泊まりやそのほかのイベント

も今から楽しみにしていてくれ、これ

からいろんな事経験して、素敵な笑顔

で過ごしてくださいね。 

今年度から新たに

FLAPに加わった伊藤

真実さんを一言で表

す なら、「天真 爛

漫」という言葉が

ぴったりです。 

とても素直な性格で常に笑顔を絶やさ

ず、早くもFLAPのムードメーカーに

なっています。そして、作業も一生懸

命取り組んでくれる頑張り屋さんの面

もあります！！ 

どうかみなさん宜しくお願い致しま

す。 

新しいコアラハウス

メンバーとして来て

くれた雄一郎くんは 

とてもひょうきんで

明るい男の子です。 

カラオケ・ダンスが大好きでラジオ

から曲が流れてくると歌ったり、踊っ

たりとみんなを楽しませてくれていま

す。 

また一段とコアラハウスが明るくな

りました。 

ひょうきんな雄一郎さんを今後とも

よろしくお願い致します。 



 皆さま初めまして、5月よりゆめネットの職員になりました「高塚 

貢（たかつかみつぐ」です。 

 趣味は一眼レフカメラで風景を撮ったりすることです。他には、

服や家具、雑貨などショッピングめぐりです。最後に海外ドラマ

（特にアメリカドラマ）鑑賞です。 

 特技は、小学校1年生から始めた柔道です。高校の時にインターハ

イに出場できた事が一番思い出に残っています。今現在の活動とし

ては、自分自身が年に2回程ですが、試合に出場したり、市のスポー

ツ少年団を指導させてもらっています。 

 まだまだ、働き始めたばかりで戸惑う事も多いですが、仲間の笑

顔を見ると、 

この仕事を選んで良かったなぁと思います。これから一生懸命、努

力して色々と学んでいきたいと思います。 

これからよろしくお願い致します。 

職員紹介・イベント案内コーナー 

 新人職員紹介！！高塚貢さん 

【キョウコノゴロ】 
平成２３年３月～４月活動報告 平成２３年５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 

５ ８ 振替営業日 

 １０ ゆめネットツアー 

 １１ ゆめネットツアー 

 １７ ゆめネットツアー 

 １８ ゆめネットツアー 

 ２２ 振替営業日 

 ２４ 
ゆめネットツアー 

移動支援説明会（竹内） 

 ３０ ゆめネット理事会 

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 

４ １ コアラハウス入所式 

  ５ ゆめネットツアー 

  ６ 
金山ＳＥＬＰ ぽこ・あ・ぽこ出店 

（８日） 

  ７ ゆめネットツアー 

  １０ 振替営業日 

  １２ ゆめネットツアー 

  １７ 振替営業日 

  ２０ ゆめネットツアー 

  ２６ ゆめネットツアー 

  ２７ コアラハウスご家族定例会 

  ２８ 父母ネット様 人形劇 

 ３１ ゆめネットツアー 


