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心・

僕の恩師

４ 難波養護学校に︑大学校の

一／
にい 先生来てん︑中学２年生︒平野

一八 正彦です言うた︒一緒に勉強

・ｔｆ しよかってお家に来てんや︑

って︒

平野 正彦

﹁たまにあそびにきてね﹂

た︒︒おいしかった々

り︑先生と一緒にご飯に行っ

一緒に乗って神社に行った

あそびに行って︑先生の車に

たまに電話して︑奈良県に

こ居り﹂ って︒

いちやんになってもずっとこ

入り︑社長に話した︑おじ

やろ︑大正の会社︵ワークス集︶

︵23年慟いた後︶ ﹁会社ない

た︒大きな大学校やった︒

お馬おんねんて︑ちょっと見

大学校にあそびに行ってね︑

わってん︒

の前の海︵琵琶湖︶船で２周ま

緒に泊まりに行ってん︒京都

８月に海行った︒みんな一

んなんか﹂ ってしたり︒

こ﹄勉強したし︑話したり︑﹁こ

﹃あいうえお﹄ ﹃かきくけ

ド 毎週の水曜日の晩︒
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17Ｉクスユニオンの
ゴールデンウイーケ
今年のゴールデンウィークは天皇陛下の退位と即位があ
ったため︑例年よりも長いお休みとなりました︒
ワークスユニオンでは五月一日を各事業所出勤日とし︑日
常と同じく作業をして過ごした事業所︑イベントをする事
業所︑それぞれの様子がありました︒ここでは︑ＧＷ特別企
画をした事業所のそれぞれの一日を紹介したいと思います︒

事前にチラシを見て好きな

事会も新鮮だったようです︒

が多かったので︑お昼の食

夕食を食べに出かけること

だよ︒かしわ餅も作ってみ

もよくお菓子を作ってるん

んもいたり︑Ａさんは﹁家で

〜﹂と声を上げる利用者さ

を見て浮いてくると﹁おぉ

情でした︒蔀で上がる様子

のか︑みなさん誇らしい表

と︑ストレッチやダンスを

頻度で潮目先生の指導のも

ラブでは︑週に一回程度の

馴染みの瀬口先生です︒

体験をしました︒講師はお

は︑アゼリア大正でダンス

﹁ワークス集・翔・歩﹂

か熱心に探していました︒

メニューを注文しましたが︑

ようかな？﹂と言ってくれ︑

していますが︑日頃︑作業を

これまで﹁和﹂の食事会は︑

想像以上に豪華なお弁当で

イペントを企画して良かっ

中心にしている就労継続支

画しました︒さらに︑当日の

くの利用者さんが﹁粉を握

進めました︒参加された多

利用者さんと相談しながら

て︑今回が初めてのダンス

ラブに入っている方を除い

たちにとっては︑ダンスク

援Ｂ型事業所の利用者さん

﹃和﹄や﹁匠﹂︑ダンスク

みなさん嬉しそうでした︒

た︑と感じています︒

サプライズとして︑利用者

ねるところから体験したい﹂

体験です︒

食後のかしわ餅づくりは︑

さんの帰宅後︑端午の節句

との返事︒そこで︑二つのボ

開始時間が近づくと︑

．｀・−

わせて︑好きなお弁当を食
にちなんで利用者さんが創

ウルに白玉粉を分け入れ︑

続々と集まってくる各事業

乙｀″″｀渚 ｉ・⁝⁝ＪＪ・ ︑︱

べる食事会と︑かしわ餅づ
作したこいのぼりや書道作

一つのボウルを五・六人で

所の利用者さんたち︒久々

に相当の時間がかかること

過ぎると︑蔀で上がるまで

習を実施︒すると︑皮が大き

るか︑事前に職員で予行演

った後は︑人数分に分け︑そ

かしわ餅の種が出来上が

感触を楽しんでいました︒

に生地がまとまり︑独特の

悪戦苦闘しましたが︑徐々

なか握ねることができず︑

すのも楽しいと思い︑職員

キで午後のひとときを過ご

お団子や飾り付けしたケー

ス会も︑自分たちで作った

いると︑お月見やクリスマ

利用者さんの表情を見て

りました︒

気あいあいとした様子があ

たりと︑スタート前から和

のダンスを披露する人がい

が流れる前からオリジナル

﹁和﹂は端午の節句に合

くりをしました︒
品を飾りました︒

順番に握ねました︒

かしわ餅は白玉粉を使っ

が判明︒注意するポイント

れぞれで薄く伸ばし︑葡で

間で話し合い︑企画してい

に会う顔ぶれに︑﹁久しぶ

サプライズも含めて準備

ました︒いびつな形や四角

きたいと思います︒︵高橋︶

最初は粉っぽいため︑なか

企画を盛り上げるため︑

万端で迎えた当日︑参加さ

に近いものがあるのはご愛

たため︑お餅のようにでき

事前準備として四月末︑利

れた利用者さんは︑驚きの

嬌︒白分たちでＩから作り

所をお休みしていたＢさん

参加することが出来ました︒

も病院の先生の許可が出て︑

怪我をしてしばらく事業

笑顔で話しをしたり︑音楽

り！﹂﹁元気やった？・﹂など

用者さんと職員でガラスに

表情とともに︑自分で描い

がつかめました︒

水拭きで消せるクレョンで

た作品がどこに飾ってある

上げたことが自信となった

乙・Ｊ７愈・Ｓべ

﹁五月﹂をテーマに自由描
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態での参加でしたが︑皆の

かったので椅子に座った状

まだ杖をついてしか歩けな

ダンスが始まると最前列で

か歌い出せないＤさんも︑

カラオケに行ってもなかな

恥ずかしがり屋さんで︑

す楽しみを昧わってもらえ

者さんたちにも身体を動か

継続支援Ｂ型事業所の利用

また機会があれば︑就労

力しながら行いました︒進

食器の準備︑材料切りを︑協

運び︑現地での火おこしや

食材や飲み物は︑全員で

白熱しました︒

景品がもらえることもあり︑

るゲームです︒上位の人は

クイズを出し︑それを当て

クイズ です︒職員が即興で

盛り上げ役として一肌脱い

んで準備を手伝ってくれる

今回のバーペキューの参

たらいいなと思います︒

︵原︶ 利用者さんが多く︑普段は

加者は︑普段はなかなか顔

先生の動きを見ながら︑誰

洗い物をしないＥさんも︑

を合わせる機会が少ない人

よりも大きく動きステップ
を踏んで楽しんでいました︒

積極的に洗い物に参加して

でくれていました︒
ダンスの曲は潮目先生の
選曲で︑ＥＸＩＬＥグルー

それぞれの利用者さんの

も居ましたが︑全体的に和

やかなムードで終える事が

プがカバーした﹃Ｙ．Ｍ．Ｃ．

いる姿が印象的でした︒

皆さん好きな飲み物で乾

できました︒色々な所属の

いつもと違う表情を垣間見

杯し︑お待ちかねのお肉で

利用者さんが集まるイベン

Ａ﹄︒西城秀樹バージョンは︑

すが︑今回は食材担当職員

トは珍しく︑自分にとって

ることができて︑職員も先

がリサーチして買ってきた︑

も刺激のあるものだと感じ

毎年の法人忘年会でも定番

動した後は︑各事業所に分

新鮮なハラミと︑カルビが

ました︒

生も嬉しい驚きでした︒

空に手を伸ばしています︒

かれてのお食事会をして解

メインの食材で︑﹁とてもお

の曲とあって︑皆ノリノリ

普段は小さな声で囁くよ

散︒賑やかで笑顔が絶えな

いし い！﹂と評判が良かっ

気持ちよく汗をかいて運

うに話すことの多いＣさん

い中︑あっという間に半日

で﹁ふＩＩ﹂と声を出して︑

は︑﹁わからヘーん！﹂と言

たです︒

経験がある職員が多かった

﹃匠﹄でダンスのサポート

象に︑八尾にある︻アクトラ

していない人たち﹂を対

﹁日中事業所を利用

食となりました︒

た復活し︑残すことなく完

を作ると皆さんの食欲がま

てきたのですが︑焼きそば

‰作言言バ⁚ｊｙＩＩで
こともあり︑良い雰囲気の

ンド八尾︼にてバーペキュ

べるペースが少し落ち着い

焼肉に満足し︑皆さん食

は過ぎていきました︒

いながらも︑﹁俺できるから
〜！﹂と笑顔で取り組んで
いました︒

中で時間が過ごせたのでは

ー大会を行いました︒

姿を見られて良かったです︒

いない利用者さんが楽しむ

移動で大変でしたが︑現地

の中︑荷物を運びながらの

で雨が降っていました︒雨

当日は︑あいにくの天気

次に単純なのですが意外

ームをしました︒

けた人が︑優勝者となるゲ

ャンケンで最後まで勝ち続

ゲームを進行する職員とジ

のように利用者さんも職員

トを企画する際には︑今回

今後もこのようなイベン

バーペキューの後には︑

ないかと思います︒

疲れた身体に鞭打って動い

は屋根つきの会場だったの

と盛り上がったのが︑ズ⁚︶×

潮目先生も﹁普段︑接して

た甲斐がありました︵笑︶﹂

で︑無事に開催出来ました︒

えたいと思います︒︵横田︶

も一緒に楽しめる内容を考
と話していました︒

ると使わせてもらえなくな４
る︒
私が定年迎えるまでに残４
すところ２年を切った︒ ４
﹁共同生活﹂と言う表現４

に拘っている場合ではない︒

崖こぷ１

生活や管理的なアプローチ

携わっていた私には︑集団

入所施設での支援に長く

を決断した︒

ープホームの籍に移すこと

用者全員を基本的にはグル

生活支援を提供している利

４

に対する拒否感が強く︑グ

１６１１Ｕ １２ １ｊ

界に浸る︑ジムに行き汗を轟

流すなど︑バラエティに富秦

編集後記

轟等人前に立ち挨拶する機会

轟年度は︑後援会・職員会議

んだ時間の使い方をして︑ 奏▼ワークスユニオン入職初

ゆうすけ

楽しんでいるそうです︒
まつだ

鮑田 裕佐︵左︶・ワークス翔・４¨が多いです︒当初は特に苦

ユニオンに人職して２年 手意識は無かったが︑慣れ

轟くると何故か緊張するこ
半ですが︑小規模作業所で て

10年働いた経験もあり｀大轟とが増え｀気持ちが高ぶり｀
きな不安や戸惑いなく利用４．頭が真っ白に゜▼総括会議

者さんと関わ゜ています・轟ではヽ緊張して文章を読み

日を過ごしてもらうことヽ轟の当時甲子園で活躍してい

利用者さんに気持ちよくＩ▲上げるとき噛みまくりヽそ

ニオンの生活支援に適した４

﹁毎日新しい出来事があ

援助﹂と言う表現にも違和

困っているときに頼っても４た﹁ハンカチ王子﹂を探られ︑
４ってくれた彼女は人職１年

らえる支援者を目指して︑轟﹁かみかみ王子﹂と言われ

建物に廻り逢えるのは至難４るので楽しい﹂と笑顔で語
の技だ︒

いて︑高齢期を迎える障害

できるマンションに出会え４の主体性をどのように引き

想像できない利用者の満足４ていることは︑﹃利用者さん

ムマンションでの生活しか４ 今︑仕事で一番力を入れ

また︑意外にも毎日三食自４ことにしています︒▼前向

指したこともありました︒４キできるチャンスだと思う

とが好きで︑美術教師を目４頭を柔らかく考え︑ドキド

日々支援をしています︒ ▲励まされた悲しい記憶があ

者の支援において﹁介護保

奏出すか﹄だそうです︒どの

まして︑自由なワンルー４になります︒

険﹂の優先適用が廃止され

るまでには︑かなりの労力

炊するという料理男子︵得

きに捉えるようにしたこと

によって︑今は緊張感を少

▼年齢を重ねるにつれ

直すなど多くの趣味がある

バイク｀カメラを分解して４た゜

他にもプラモデル︑植木︑ し楽しめるようになりまし

意料理は煮物とか！︶︒

小さい頃から絵を描くこ轟ります︒▼最近では︑少し

ることを期待していたが︑

４ような環境にしたら︑利用

ＩＶ

ｘｉｏ

しかし地道に頑張るしか

が必要だろう︒

利用者の﹁一生涯に亘る

支援﹂を可能にするために な
は︑生活支援としては︑グ

ようですが︑最近は平日に

４践しているそうです・
った場合にも︑支援を提供

力を使い果たしヽ休日は気４機会と意識を変えています・

体制は早急に整えたい︒ ４する︑読書をして物語の世

︵川口・野々村︶４す︒

︵Ｓ︶

おり︑貴重な体験ができる

ドキドキすることが減って

し続けることが出来るかど４響で剣道ヽテニスなど体を

づいたら夕方という一日を轟▼何事もポジティブに考え︑

﹁居宅介護﹂は︑65歳を越え

轟 小学生の頃ヽ祖父母の影

介護保険のホームヘルプ

うかは分からないが︑一生４動かすこと楽しんできまし

過ごしているそうです︒ ４明るい人生にしたいもので

▲

得ない︒

と同種のサービスとみなさ

涯に亘る支援が提供できる４た︒今ではテレビゲームを

日常的な医療が必要にな

泰

▲

れる障害福祉サービスの

ループホ〜ムに頼らざるを

奏者さんが進んで準備や片づ
けを協力して出来るように
４なるのか｀日々考えては実

叶わなかった︒

法制定３年後の見直しにお

昨年の︑障害者総合支援

感を覚えてしまう︒

一風変わったワークスユ４油谷 真幣子︵右︶・ワークス翔・

ｆ￥&ｉｓ&１ Ｉ〜

４

ループホームの﹁共同生活

轟

新たな建物も確保して︑

轟
４
轟

轟
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