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二人で一人前

私たちは20歳で付き合っ

て︑今36歳です︒グランド西

長堀で二人で住んで５年か

６年くらいになります︒

まっちゃんと付き合って︑

私がしんどくなった時に﹁頼

りなく見えるかもしれないけ

ど︑歩未了人くらいなら守れ

るよ﹂って言ってくれた時は

嬉しかった︒︵そんなこと言っ

たっけ？︶言ったじゃん！

お兄ちゃんが結婚して︑私

もまっちゃんと結婚したいと

思って︒でも今は一緒に住む

ことが出来てるから︑それで

幸せです︒一緒に住めるよう

になった時は﹁やった！・やっ

と願いが叶った！﹂と思いま

した︒

私が10好きだとしたら︑ま

っちゃんは５くらいなんで

す︒︵だって︑お互いが10好き

だと疲れるじゃないか︶まっ

しかいないんだよね！︵あゆ

ちゃんは口下手だから︑歩未

みちんは前向き過ぎる・：︶

大島歩未︵松田昌之︶
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ッと﹂︶主催の﹃ＴＯＺ︵楽しく踊ろうぜ︶ダンスイベン

１月14日︵祝・月︶に︑ＮＰＯ法人ホッと︵以下﹁ホ

ペント後はまた椅子に座っ

過ごされていましたが︑イ

がって踊り︑楽しい時間を

回のイペントでは舞台に上

る２名のうち︑Ｂさんは今

発表会に出ており︑いつも

や﹁ホッと﹂の利用者さんが

堂々と踊っていました︒

ての場所にも関わらず︑皆

番でそのまま発揮し︑初め

けで踊ることが出来ず︑自

く瀬口先生と決めた振り付

始めた頃は︑こだわりが強

ダンス発表をずっと見てき

ＩＯＮ★ＳＴＡＲＳ﹂での

ンスを踊ったＥさん︒ＵＮ

楽しく踊つＩ｀″ぜ

ト﹄︵以下﹁ＴＯＺ﹂︶に︑﹁和﹂・﹁匠﹂・﹁ＵＮ︲ＯＮ★Ｓ

て見学されています︒その

以上にとてもアットホーム

分で考えたステップで踊ら

Ｉ●
Ｉ●

ＴＡＲＳ﹂が出演しました︒他にも﹁ホッと﹂の日中事

様子を見て︑﹁またＢさんが

でリラックスした雰囲気で

れることが多い印象があり

ました︒しかし︑回数を重ね

ましたが︑発表会に参加し

業所のダンス︑子供達の新体操︑ダンスの先生のパフォ

楽しめる仕掛けを作らない

踊る事が出来ました︒

﹁ＵＮＩＯＮ★ＳＴＡＲ

につれ︑他のメンバーと

﹁ＴＯＺ﹂では﹁和﹂﹁匠﹂

ーマンスで︑舞台が盛り上がりました︒保護者さんや利

といけない﹂と思いました︒

Ｓ﹂のダンスを初めて見た

加され始めました︒

ント終了後は︑ダンスに参

楽しさが伝わったのかイペ

新メンバー募集にも応募し

賛していて︑ダンス活動の

Ｄさんは﹁感動した！﹂と絶

続すること︑練習を重ねる

る姿を見て︑ものごとを継

ようになり誇らしく踊られ

同じ動きでダンスが出来る

ことの大切さを感じました︒

てこられました︒

席で応援されていましたが︑

もう丁入のＣさんは︑客

用者さんもたくさん来され︑楽しい一日となりました︒
﹁和﹂︑﹁匠﹂で週に一度ダンス活動を行っていますが︑
ダンス発表会という形で披露したことは初めてで︑日ご
ろの成果が発揮できる良い機会となりました︒

﹁和﹂のダンス活動は︑標に向かって取り組む楽し
イペントに参加決定するま さが感じられたからではな
で︑利用者さんが３から５ いかと思います︒

のではないかと考え︑職員 ﹁次はいつイペントがある

演はひとつの起爆剤となる された利用者さんからも︑

そのため︑今回のゲスト出 た姿が印象的でした︒参加

あるように感じていました︒舞台上で堂々と踊られてい

勤のあり方を考える必要が 加できなかったＡさんが︑

かったため︑今回の会場の

緊張される利用者さんが多

バーは︑初めての発表会で

ました︒﹁和﹂・﹁匠﹂のメン

一面を垣間見ることができ

さんが多く︑普段とは違う

自然と体が動き出す利用者

は︑音楽が聞こえてくると

今回のダンスイペントで

流会など企画して︑ダンス

今後は﹁和﹂・﹁匠﹂間での交

ても良い経験になったので︑

今回のイペント参加はと

したいと思っています︒

しめる活動を継続して企画

作業以外に利用者さんが楽

心泰４参泰參収參豪泰參参泰泰

間で参加の言葉かけを行う んですか？﹂など︑次の目

﹁ＵＮ−ＯＮ★ＳＴＡＲ

規模も雰囲気もちょうど良

発表する場を作っていきた

また︑利用者さんのモチペ

なかで︑参加メンバーは 標に向けて取り組む姿勢を

Ｓ﹂は︑このイペントの前に︑

かったと惑じました︒

当日は︑練習にあまり参

徐々に増えていきました︒ 見て︑これからも楽しい時

毎年恒例のダンス発表会に

ような変化が生じたかを考 ていきたいと思います︒
﹁匠﹂では︑ダンスの時

Ｎ★ＳＴＡＲＳ﹂両方でダ

︵高橋・横田︶

いと考えています︒

﹁和﹂・﹁匠﹂では︑今後も

強になりました︒

ーションの引き出し方も勉

えると︑当日に向けての衣

も参加しました︒緊張感が

利用者さんの心境にどの 間が共有できるように考え

装合わせなど︑当日の発表 間になると︑活動に消極的

漂う中︑練習したことを本

今回︑事業所と﹁ＵＮＩＯ

のメージができたことや目 で椅子に座って見学してい

名のみ参加する状態で︑活

る
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多々あったことが分かり７
した︒

知識・倫理・価値観・技４

１Ｗｊ ＪＳ関わり︽作｀︲︲
︒︲４

する前にはアセスメントを

が︑それぞれ支援者によっＪ

いろ必要なものはあります４

Ｆ⁚

イトハウスの相談担当部長
行い︑利用者さんの今まで

て異なるものでもあります︒ ｀︒

あり︑印象に残っています︒

武田泰彦氏を招いての虐待
過去を知ることから始まり

支撰者の支援観はそれぞれ・

昨年度に引き続き今年度

防止研修を行いました︒人
ます︒しかし︑利用者さん

の人の生きてきた形だと思Ｊ

術など︑支援者としていろ

権研修を通じて︑支援者誰
は支援者のことを知る機会

私達が利用者さんを支援

もが︑人権侵害を起こして

ノ

は限られています︒

日々のチーム支援に繋げて

意見に高めていくことで

え方を出し合い︑より良い

ワーク形式でそれぞれの考

例を題材として︑グループ

あるかどうかが判り辛い事

面する支援の中で︑虐待で

気づきと︑普段自分達が直

ことが大事だと思います︒

は意識を持ち︑心に留める

ことではありますが︑まず

ければなりません︒難しい

に自らの行動を振り返らな

れていくことを意識し︑常

ず知らず︑その対等性が崩

な関係を目指す中で︑知ら

私達は利用者さんと対等

そ虐待防止につながり︑よ．Ｊ｀ 行われた前回は︑絵画を中

でいることを言える職場こ 銀行での展示︒昨年の秋に

と︑感じていること︑悩Ｑ

日々の支援で考えているこメて︑作品展が開催されまし

田さんの言葉のように︑恥近畿大阪銀行大正通支店に

した︒﹁日々悩むこと﹂と武

ーションが大事だと思いま ・

止は支援者間のコミュニケ・ハ

に感想を述べて頂いた中に︑

発表した意見を武田さん

表しました︒

ループでまとめた意見を発

ぞれの意見を出し合い︑グ

で事例に対して参加者それ

した︒６〜７名のグループ

ターとして研修に参加しま

今回私は︑ファシリテー

ってしまっている場面が

り返ってみると︑感情的にな

さんや職員への接し方を振

終えて︑再度自分の利用者

いました︒しかし︑研修を

ことであることは分かって

トロールすることは大事な

した︒私自身︑感情をコン

が大事だとも話されていま

私達自身が感情を知ること

きたいと思います︒︵川口︶Ｊ備をしてきました︒今回は︑

とを意識して取り組んで行丿試行錯誤しながら展示の準

を振り返える場をつくるこ 改善点や反省点を踏まえて︑

日々のミーティングで支援

様々な意見が出るように︑Ｊ際立つように飾り付けしま

感情をコントロールし︑肯 わっ﹂としたイメージを大
｀
定的に意見を捉え︑傾聴し︑ 一 事にして︑その良さがより

グループで話し合った様に ふ用者さんの作品が持つ﹁は

にも︑今回の研修で行った汽 テーマは﹁和︵わ︶﹂︒利

のだと思います︒そのためｔ｀ています︒

゛ した︒第１回目の作品展の

﹁利用者さんとの出会いは

り良い支援が展開できるもＪ心に︑今回は書道を展示し

Ｚ４!︒今回で︑２回目となる

いくことを目的としました︒

研修を受けて︑虐待の防 ・｀

います︒

しまう立場であることへの

も外部講師︑︵社福︶日本ラ

虐待防止研修を終み｀て 対等ではないところから始
まっている﹂という言葉が

ｙ

また︑支援の場面場面で

Wー

去る１月15日〜21日に

こ

Ｆ

事前にスタッフ全員で模擬

展示を行ってイメージを共

有した為︑スムーズに展示

準備ができました︒また︑

来場者に観ていただくこと

を意識して︑作品が映える

壁紙を使って︑背景の統一

感にこだわってみました︒

作品展を見に行ったＥさ

んは︑自分の作品を探して

見つけると﹁これやな︒じ

ょうずやな︒﹂と自画自賛し

ており︑満足げにじっくり

と見られていました︒

銀行という公共機関で開

かれている為︑多くの地域

の方に見てもらえる事もあ

り︑保護者さんにもお褒め

の言葉をいただきました︒

展示中は﹁雰囲気が明る

くなった﹂と銀行に来られ

るお客様からも好評だった

とのことで︑今後も定期的

に開催していただけるそう

です︒次回の作品展でも楽

しい企画を考えていきます︒

この場を借りて近畿大阪

銀行様︑利用者さんの展示

︵島村︶

の機会を頂き︑ありがとう

ございました︒

昨年の１月に施設外就労
の現場より撤退して早や一
年余り︑新たな施設外就労

この事業所は︑施設外就 目
労﹁ワークス輝︵ひかる︶﹂
との名称に決めた︒
保護者の皆さんには︑耳
Ｉ

慣れない名称だと思うが︑
皆さんに早く覚えていただロ
１

ける様に︑少し落ち着いた 同
時期に事業所紹介もさせて□
Ｉ
いただきたいと考えている︒い
１

８名の利用者と担当職員山

職員紹介

ていたとか︒今は暇さえあ勺・
！

ればウォーーキングをして体け

編集後記

型を維持していますが︑月Ｄ︷ 数年前の話になります
Ｉ

一の焼肉と︑たまに友人と山．が︑グループホームで利用

Ｉ
ｈ⁚時︑いつものたどたどしい
！
・目⁚口調が一変して︑相手に向

行く山登り後のビ〜ルは欠け者さん同士の評いがあった

ひろえ

かせない楽しみです︒
なるみ

鳴海 弘憲︵左︶・パークハイツ・11かって投げかける言葉がす

１く流暢で︑普段との違い
救護施設で支援員の経験旧ご

後︑？・︲クスユニオンに人山にびっくりしたことがあり

をしています︒救護施設で１９さん同士がお互いに冗談を

の提携企業の開拓に現場の
２名の︑新たなチャレンジロ
ー
が上手くいくようにエール即゛゜″

職しパークハイツで世話人□ました︒▼別の日︑利用者
１

職員たちが努力を続けてく

は利用者さんに関する事な山言ってふざけあっている

ら何でもこなしてきた経験則時︑腹の底からケタケタと

を送っていただきたい︒ 山陽塚 みずえ︵右︶︲メソンー
ロ グループホームの世話人

の願いはまちまちだ︒

います︒

−⁚な表情をするんだ・：﹂と驚
んの愚痴や苦情はなんら動︒⁚

からか︑食堂での利用者さ田笑っていて︑﹁こんなに自然

みんなと会話しながら楽□理屋でのバイトがきっかけ
１
しく働きたい人もいるし︑□で料理に目覚め︑その後の

Ｉとして人職し︑丸一年が経
利用者の︑﹁働く﹂ことへ田

企業は︑東大阪市の地下鉄

﹁輝﹂のメンバーのように︑山仕事も料理一筋でやってき

兼ねた買物へよく出かけま月には見ることのできない︑

休日の楽しみは︑趣味をＩ⁚目・ていると感じていても︑私

て将来的にも続けられそう

んにも私たちワークスユニロられることや︑利用者さん

提携先のＣＳロジネットさ︒⁚⁚考えて挑戦したい料理が作

Ｉいそうです︒
１
この新たなチャレンジが︑い⁚ ユニオンではメニューを

所も行き比べたところ﹁山口⁚ます︒だからこそ︑一個人

日ちます︒高校時代︑中華料

中央線の長田駅から徒歩10

企業とのつながりを感じなりました︒店を持ったことも

す︒特に目的があって行く田ま
１た見せてくれない部分を

新たな施設外就労の提携

分程度の場所にあるＣＳロ

がらバリバリ働き︑お金を田１
ありますが︑ずぼらな性格

じる事なく温かく見守って□いたこともありました︒
Ｉ
ｈ⁚▼関わっていき関係が出来

ジネット株式会社︒

たくさん稼ぎたい人もいる︒︒１⁚のため︑個人経営は向かな

な目途が立ってきたので︑

オンにもメリットがあるロの﹁おいしい﹂という言葉

奥の源泉はちがう﹂と笑顔ｊ⁚を尊重してこれからも支援

るだけでも目の保養になり巾およそ理解したつもりに

本社建物の近所に新たな作

﹁Ｗ・ｌｎ ｗ∵ｌｎ﹂の関係︒⁚⁚がやりがいになっています︒

で教えてくれました︒

︵野々村・助野︶□す︒

︵Ｎ︶

！していきたいと思っていま
目⁚

らせる事も有ります︒何ケロと違う一面はたくさんあり
１

日には日帰り温泉へ車を走 ⁚
１⁚た︒▼利用者さんにも普段

楽しんでいます︒また別の□なっていたのだと感じまし

業場を確保していただいた︒

１ 食べることも大好きで︑
となれることを目指して努□

改装工事も終わり︑﹁施設
外就労﹂の契約を交わし︑引

−１

い昔は今よりも20キロ太っ
力していきたい︒

を続け︑仕事にも慣れて来

本社内で︑11月より実習

！⁚知り︑その方を支援して︑お
訳ではなく︑見て歩いてい︒Ｍ
１

活ができた︒

３月より施設外就労への復

れた甲斐があって︑やっと

□1山HI目1

越しも無事終えた︒

１
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