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私とミローときよし

木川きよし君のコンサー

トに行けなくなってざんね

んです︒私は心の中ではきよ

し君にあいたいです︒好きで

す︒きよし君の新曲おぼえた

いです︒だいじょうぶの歌を

おぼえたいです︒

私はきよし君のコンサー

トにいきたかったです︒きよ

し君にあえないなんてさび

しいです︒あいたいなＩ︒

私はミローで仲まといっし

ょにお昼のしよくじをつく

るのがたのしいです︒みんな

でつくったりょうりをたべ

ています︒しゃべったりわろ

たりしています︒

サンリットは食事がおい

しいです︒さとうさんと友だ

ちになってまいにちおしゃ

べりして楽しいです︒

高尾 朋子
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した通り︑ワークス翔は︑
昨年１月に長年お世話にな
っていた会社との施設外就
労の契約が終了し︑新たな
会社を探していました︒
ぶ社探しは難航しました

﹃ＣＳロジネット株式会社﹄
と施設外就労の契約を結ぶ
ことが出来ました︒
この会社は他法人との施
設外就労の経験があり︑知
的な障がいがある方が安定
した労働力となることを知
っていました︒また工賃而
でも私たちの希望と合致し︑
場所も地下鉄の無料乗車券
の範囲で︑条件而もクリア
していました︒
会社側も私たちも︑本当
に作業ができるのか不安が
あったことと︑すぐに作業
場を用意することが難しい
とのことで︑まずは会社の
倉庫の一角で︑昨年の⁚⁚⁚一月

膚

から実習を始めることにな
田で作業する︒﹂とはっきり

事業所行かない︒翔行く︒長

うとした時︑Ａさんは﹁Ａ型

保護者の方はここに決めよ

はよく︑工賃も増えるため︑

は重要となりますが︑朝仕

が変わるため︑進捗の報告

てきました︒毎日仕事内容

えて︑直々に作業場にやっ

会社の重役の方が血相を変

場が開始した次の日の夕方︒

言ってくれたことがひしひ

らこそ敢えて厳しいことを

たが︑会社側が期待するか

言われた内容は散々でし

ごくごく全うな話です︒

い︒重役の方の話すことは︑

φ
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ス
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〜

りました︒仕事内容は︑紙
と訴えたそうです︒

〜

袋の検品︑カタログの封入

亀

ケ

仕事に変わり︑生産性を求

いきます︒慣れた頃に違う

など︑日々内容が変わって

なＡさんですが︑工賃だけ

は意思表示が少なく物静か

自閉的傾向があり︑普段

ノルマも達成されておらず︑

社ヘー切報告がない上に︑

事を渡してから夕方まで会

く思いました︒若い職員も

注意してくれたことを嬉し

しと伝わり︑職員を真剣に

を上げる工夫を始めました︒

捗を会社に報告し︑生産性

重役からの愛のある言葉は

その場にいた若い担当職

員は︑重役の方に厳しく注
意を受けました︒

いう人はいませんでした︒

人この実習をやめたい︑と

作業になりましたが︑誰一

身体のあちこちに貼っての

ていたようです︒しかし︑

良が出ても大目に見てくれ

らず赤字になることや︑不

会社としてもノルマが上が

までは実習ということで︑

が呼び出されました︒これ

近くの工賃を手にした時は︑

ています︒初めて月４万円

ますが︑皆活き活きと働い

度も厳しいものが求められ

い時が激しく︑ノルマも精

によって仕事がある時とな

るたびに四苦ハ苦し︑時期

現在も︑仕事が切り替わ

作業場の確保は予想外に

今回の出来事で︑堪忍袋の

早速︑会社から所長︑部長

進まず︑実習が長引くこと

全員がこの上ない笑顔でし

業所に見学に行くことにな

めで︑就労継続支援Ａ型事

ムの職員や保護者さんの勧

とを心配したグループホー

このところ工賃が少ないこ

そんな中︑Ａさんは︑こ

たのですが⁝︒新しい作業

スタートを切ることになっ

かる︶﹂と新たな名前をつけ︑

い作業場は﹁ワークス輝︵ひ

していただき︑念願の新し

待ちに待った作業場を確保

実習を続けて４ヶ月後︑

のに︑その姿勢が見られな

げるのが職員の仕事である

を知り︑工夫して生産を上

し︑利用者さんの得意苦手

頑張っていると思う︒しか

わかっているし︑一生懸命

利用者さんの力の限界は

思っています︒ ︵坂田︶

醍醐味を感じて欲しい︑と

でなく︑職員も会社で働く

その中で︑利用者さんだけ

社でなければ味わえない︒

面白さも︑厳しさも︑会

た︒

りました︒事業所の雰囲気

になりました︒

緒が切れたのです︒

ました︒使い捨てカイロを

庫の一角の寒さは身に応え

さらに12月に入ると︑倉

不良も大量に発生していた

−

−

−

でなく︑長年一緒に過ごし

Ｓ

められ︑数が１枚でも足り

−

響いたようで︑その後は進

膚

のです︒

鳥

た仲間が大切なのだと教え

亀
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なければ全部検品しなおさ

一

てもらった瞬間でした︒
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なくてはなりません︒
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会社の申で慟く
鳥
●

機関紙46号でもお伝え

気
一

ようやく今年の３月か

奏

｀

ら東大阪市の長田にある

が
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たが︑昨今の値上げなどで

初は︑東北に行く予定でし

一泊旅行に行きました︒当

へ新幹線とバスを乗り継ぎ

日17日で︑神奈川県の箱根

今年度﹃匠﹄は︑５月16

里の歌をみんなで唄い︑と

山は天下の嶮♪﹂と箱根ハ

イドさんと一緒に﹁箱根の

とても喜び︑移動中バスガ

ガイド付きです︒みなさん

今回の旅行は︑何とバス

ることなく集まりました︒

べました︒みなさんそれぞ

物の黒たまごをみんなで食

締めくくりで箱根太涌谷名

帰りの新幹線では︑旅の

上がっていました︒

たぞ〜﹂とみんなから声が

ました︒﹁おお〜富士山みえ

山が雲より頭を出して見え

谷に到着すると︑丁度富士

ロープウェイに乗り︑太涌

の大盛況ぶり︒

踊る利用者さんもいたほど

ダンスを鑑賞でき︑一緒に

イベント中は︑間近でフラ

囲気を出してもらいました︒

さんには︑﹁レイ﹂を配り雰

た︒当日参加された利用者

来所して頂き︑開催しまし

ンスサークルの方に﹁匠﹂へ

口先生の知り合いのフラダ

支店での﹃お客様作品展﹄に

た︑関西みらい銀行大正通

今回︑同時期に開催され

ようか︒

お土産がもらえたことでし

嬉しかったのは︑ハワイの

いました︒でも︑きっと一番

義なひとときを過ごされて

用者さん⁝︒それぞれ有意

身を乗り出して質問する利

生活Ｑ⁚護事業所﹃匠﹄縫鎔旅行

交通費や宿泊費が高騰して
ても盛り上がっていました︒

おいても︑ハワイをイメー

の作品や︑﹁匠﹂では︑観光地

きました︒利用者さん個人

ジした作品を展示させて頂
ｉ︲̲ｌｙ ＆ｌｉｌｆｉ ⁝１ ︲･ｉｓＳＧ

ったと思います︒︵島村︶

おり断念しました︒その為

40億円総工費が掛かった

れに心に刻まれた旅行にな

能登︑九州︑箱根の中から選
橋と２億円のトイレと紹介

三島スカイウォークでは︑

んでもらった結果﹁箱根の
され歓声が上がっていまし

改めてアンケートを行い︑

温泉に行きたい﹂と言う意

ハワイアンフェスタ

によく置いてある﹃顔は

下が泊まった事もある豪華

屋ホテル︒芸能人や上皇陛

とそこは宿泊先の湯元富士

駅伝のコースを通り抜ける

大笑いしていました︒箱根

お互い入っている姿をみて

き氷を作ってもらい︑食事

はレインボーの綿菓子やか

飾を施し︑おやつの時間に

に﹁ハワイ﹂を感じさせる装

を実施しました︒事業所内

月間︑ハワイアンフェスタ

では︑６月17日から約１ヶ

間中︑偶然ハワイヘ旅行し

ントークショーも開催︒期

またある日は︑ハワイア

作業とは違う時間の使い

した︒

の雰囲気を醸し出していま

フロアでもそれぞれが南国

くような完成度で︑銀行の

利用者さんも﹁おお〜﹂と驚

に︒完成した作品を見ると︑

作成し︑雰囲気を出すこと

的な﹃ヤシの木﹄をそれぞれ

た︒箱根関所では︑関所の牢

なホテルで︑自然に囲まれ

会はハワイの雰囲気のある

た職員がいたため︑現地の

方のできる生活介護事業所

見が多く︑昨年度より準備

たくつろぎ空間の岩風呂と

お店に向かうなど︑ハワイ

写真を撮影してもらい︑紹

の特徴を生かし︑今後も利

めパネル﹄︑﹁和﹂では︑立体

桧の露天風呂を満喫されま

アンを意識して楽しい時間

介する機会を作ってもらい

生活介護事業所﹁匠﹂・﹁和﹂

した︒入浴後は︑恒例のカラ

を過ごしてもらえるよう企

獄に入り︑疑似体験をして︑

オケ宴会大会︒朝食は︑豪勢

なイペントを企画したいと

用者さんが楽しめる︑様々

談を聞きながら︑イメージ

ました︒身近な職員の体験
目玉イベントは︑フラダ

思います︒

︵高橋︶

を膨らませる利用者さん︑

画を考えました︒

ました︒
翌日は︑ケーブルカーと

ンスショー︒ダンス講師・瀬

なバイキングを昧わってい

に取り組んできました︒

当日は︑晴天に恵まれ旅
行日和︒少しだけ心配して
いた出発時間にも全員遅れ

建物に巡り会えた︒
ユニットバスの物件だが
家賃等の他の条件は満たし
ており︑借りることにした︒

大正からは︑少し離れた
長居公園の近くにある13階
建てのワンルームを中心
としたマンション ﹃レバン

３月にワークスユニオン
の生活支援を﹁一生涯に亘

い職員紹介
い

じ文字が書けない難しさが９

有ります︒それは支援をす・

る上でも同じ難しさがある
と実感しています︒
はせ″″わ

編集後記

▼人の生活を垣間見ること

は︑一般的に少ないことだ

と思う︒その中でもグルー

穐一谷川 ひろみ︵左︶︱む・Ｊプホームなど利用者さんの

と︑色々な人の生活を垣間

小学生の頃にテレビ番組・生活を支援する仕事に就く

の影響で料理をはじめ︑こ

れまでに病院や学校の調理

の仕事等を行ってきました︒

見ることができてしまう︒

▼ある部屋は音楽のＣＤや

今年の４月に灯の世話 <;)日響機器が並んでいる︒別

ガ長居公園﹄に利用者用の
住居10室と︑食堂等の共有丿

定員枠を増員できないメソ

学も終え︑メソンよりの転Ｊがい者のデイサービスで支

宅からの新たな入居者の見／ のガイドヘルパー︑身体障

い！﹂の言葉を励みに︑偏・が見るとどう思うだろう︒

間内に料理を作ることに苦いっている▼それぞれの部屋

として人職し︑はじめは時曹の部屋は雑誌が山積みにな

Ｌ永山和子︵右︶︲ワークス翔・

ンの場合新たな建物を確保

居者にはメリットや相性に・援員の経験後︑ワークスユ

ったメニューにならない工・私が惑じたように趣味や習

い 訪問介護・視覚障がい者

し︑最低４名の利用者に転

も配慮しながら転居の準備・ニオンに入職しました︒ワ

夫や︑初めて使う食材に挑 い慣が見えてくるのだろうか︒

居してもらわなければ全員

いＩクス翔で清掃の仕事をし

戦したりしています︒

運営的には厳しいが︑私

プホームの籍は獲得できる︒・するよう心掛けています︒

する全員の利用者のグルーＪに︑ひとつずつ丁寧に対応

これで︑生活支援を提供ρ投げ掛けられる色々な言葉

平気だそうで︑過去にはゴいいる︒新しい部屋に移って

女︒しかし人前で歌うのは・が大きく変わろうとして

と話すことは苦手と言う彼Ｊないものである︒▼今︑生活

おっとりした人柄で︑入りはあまり他人には見せたく

ｙ▼しかし︑自分の生活空間

ｙている時︑利用者さんから

の理想は﹁誰にも邪魔され

保護者の皆さんの高齢化い プライペートでは書道を

休日は一人カラオケやジム︑Ｊる人もいれば︑全く違った

スペルの発表会に出たり︑︒︒″も今と変わらない生活を送
ρ一首を書いています︒その

姪っ子と公園へ遊びに行く・生活を送る人もいるだろう︒
に入れておかなければなら

．．．の大きさや素材によって同

いに書く為︑同じ文字でも紙

いはあるが︑どのような生活

︵助野・野々村︶ｙになるのか楽しみだ︒︵Ｋ︶

ち合わせています︒

など︑アクティブな而も持・▼新しい生活に期待と不安

書く紙が色紙であったり半

などによる生活支援の希望ｙ習い始め︑ひらがなで百人
者はまだまだ増えると考え
られる︒

マンションを探していたが︑

ない︒

次なる建物の確保も視野・紙であったり大小様々な紙

８月になってやっと新たな

空き部屋の多いワンルーム

ションでしかできないので︑

これは︑ワンルーームマン

し﹂の実現︒

ない賄い付きの丁人暮ら

ることはかなわない︒

を進めている︒

Ｈ月の開設に向けて︑在

できた︒

部分２室の12室の確保がＪながやま がずこ

る支援﹂体制の強化に向け
てグループホーム主体に改
める決定をした︒
卯一名の利用者が生活し

ｙ
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y
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をグループホームの籍にす

ており︑グルーープホーームの
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