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僑の楽しみ

パークに住んで２年ぐ

らいかな︒仕事場には近

なったし︑ゆっくりいけ

るようになって良かった︒

仕事は掃除の仕事やっ

てる︒大阪メトロの会社

の中でフロアの掃除して

るねん︒もうひとり男の

子と︑責任者の人と３人で

やってる︒仕事はしんど

いけど︒

時々︑独りごと言って

怒られたりすることとか

あるけど︑辞めたら∵人

暮らし出来ひんようなる

から︑順張ってるねん︒

趣味は将棋︒時々︑将棋

会館にヘルパーさんと行

ったりとか︑一人で行っ

たりしてる︒部屋の中で

将棋ゲームをやったり︑

テレビの将棋番組を見て︑

将棋盤に並べてやった

りしてるねん︒

将棋強くなって職員と

旅行に行ったりとかした

とき︑職員を負かすのが

楽しみやねん︒

秋本 充生
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﹁和﹂での創作活動を通して

間を作る﹄というものでし

は︑﹃週１回︑創作活動の時

昨年度作成した事業計画

うに感じました︒

の中で少し答えが見えたよ

について話し合い︑私自身

会議で今後の活動の方向性

けだったため︑普段のプロ

進める活動﹄という位置づ

用者さんのペースと時間で

部講師が来訪した際に各利

は？﹂という発案があった

ころアートも面白いので

ントに応じた立体作品や石

ばかりでなく︑季節のイペ

用紙を使った絵画作品作り

それは︑ある職員から﹁画

グラムにも取り入れる目的
からです︒

ニオン展開催後︑自部署の

そんな中︑昨年９月のユ

いました︒

し︑気づけば半年が過ぎて

ての答えに迷いながら活動

のか？﹄というお順に対し

なしでも楽しく活動できる

く︑﹃どうすれば︑外部講師

ってしまう利用者さんが多

る際に周りの様子が気にな

自閉傾向があり︑活動す

で作成しました︒

間を設けていましたが︑﹃外

た︒以前より︑創作活動の時

員の想いや︑利用者さんの様子について紹介します︒

る﹁創作活動﹂を取り入れました︒創作活動に対する職

に︑利用者さん個々が持っている力を発揮して作品を創

就労継続支援Ｂ型事業所から移行したことをきっかけ

ワークスユニオンの生活介護事業所﹁匠﹂・﹁和﹂では︑

ｊ

貿

ん︒私の意識が変わったこ

なっていたのかもしれませ

さんにとって窮屈な活動に

という思いが強く︑利用者

作品を作らねばならない﹂

身に﹁しっかりとした形の

振り返ってみると︑私自

めました︒

る際︑小さな変化が見え始

れるなど︑活動に参加され

が新たな形の作品を制作さ

組んでいると︑利用者さん

これを受けて活動に取り

上がり始めました︒

に対するモチペーションが

て︑利用者さんの創作活動

ます︒この取り組みを始め

さんの姿も見ることができ

しながら待っている利用者

品に仕上がるのかワクワク

げることもあり︑どんな作

つのテーマの作品を作り上

品ばかりでなく︑全体で一

んにも好評です︒個人の作

会が増えたため︑利用者さ

している作品を披露する機

ることでしたが︑毎週制作

る瞬間です︒

私もほっこりした気分にな

れている気持ちが伝わり︑

ど︑活動を楽しみにしてく

に活動場所に来てくれるな

活動の時間になると︑すぐ

いの作品が増えたり︑創作

違う︑暖色系の明るい色使

ます︒これまでとは作風の

色使いに変化が生まれてい

また︑Ｂさんは︑作品の

ています︒

的に取り組む大切さを感じ

します︒学生時代から︑絵

っかけになったような気が

いた創作意欲を引き出すき

なりました︒Ａさんは︑ペ

ろな変化が生まれるように

とで︑利用者さんにいろい

また︑活動を継続するこ

品作りなど︑これまでとは

身につけることが可能な作

作活動︒今後は︑普段から

の気持ちも変えてくれた創

ふとしたきっかけから︑私

利用者さんだけでなく︑

とで︑利用者さんに眠って

を描くことに苦手意識を持

ンを持つことが難しく︑ペ

きっかけをもらった今で

っていた私にとっても︑殼

たのですが︑最近では︑テ

は︑街にある装飾を見なが

違う形での活動にも挑戦し

ーマから想像した文字を書

ら︑﹁活動に使えるアイデア

ン先を振ってドット柄の作

くようになりました︒普段

はないか？﹂と探すように

を破る大きな一歩となりま

の生活で使わない漢字を使

なりました︒今後も︑積極

たいです︒

ＧＷイベントをきっかけ

ったり︑魚の名前を漢字で

的にアートに触れるなど︑

品を制作することが多かっ

に︑月替わりで食堂の壁に

書かれるなど︑今まで知ら

常に創作活動に対するアン

した︒

利用者さんの作品を飾る取

なかった一面も知ることが

テナを張っておきたいと思

並唇監置登唇￡馨Ｉ奮覧

り組みを始めました︒きっ

できています︒この姿を見

います︒

今年度﹁和﹂では︑５月の

かけは︑端午の節句に合わ

ると︑継続することや多角

︵高橋︶

せて鯉のぼり作品を展示す

は上手くいかないことに落

ケース〜伺故を間う〜
私達職員はここ数年︑年

には本人の生活自体を阻害今
してしまう可能性もありま＾
すご

スポーツフェスタを
終えて

﹁スポーツフェスタに初参

では﹂と決めました︒断ら

加だけど︑Ｄさんがいいの

10月中旬にスポーツフ

れる事を覚悟の上でお願い

１１︲１１ｗ
肖

ェスタが行われました︒ワ

すると︑担当の心配を知っ

々と試行錯誤しながら

何故を問うたその先にヽ本 りＩクスユニオンからも毎年

てか知らでか︑Ｄさんは気

胆し︑時には効果を実感し

人にとっても周囲にとって命一楽しみに参加される方が多

軽に引き受けてくれました︒

度のはじまりに一人の利用

毎日同じ場所にずっと立

も良い変化が自然と生じる︷ｗい行事の一つです︒競技を

当日︑競技を待っている

ながら考察の日々です︒

てその方の﹃何故を問う﹄
っていたり︑一つの行為に

といいなとも思っています︒ 性別・年齢別に組分けをし︒

者さんを選び︑一年を通し

ことに取り組んでいます︒
執着する姿を見て︑﹁今︑Ｃ
さんは何を考えているのか

障がいのある・なしに関ｎが決まる為ヽ多くの方が金

他愛のない話をして笑い合

で他の人の応援をしたり︑

一見︑理解が難しいその
言動は︑何を意図している
な？﹂と想像します︒けれ

わらず︑色んな考えや価値今泉銅のメダルを貰う事が出

間の利用者さんは︑観覧席

のか？時に周囲が困ってし
どやっぱり自分の中の物差

両その組分けられた中で順位

まうそのこだわりは︑一体
しではまだまだ謎が多く︑

ったりしています︒

何なのか⁝？

は︑まず本人の様子を観察

る方です︒上半期のはじめ

時間や行動にこだわりのあ

過ごす支援者だけでは困難

限られた短い時間を一緒に

何故の答えを想像するのは︑

本人の背景を思い浮かべ︑

はヽ人と関わる上で必要不肖

知り理解しようとすること Ｑ

けれども︑相手のことを

こともあるかもしれません︒ヂ

時には否定的な感情になるＱ

う人に対しては驚いたり｀︷四

ンスが始まると︑とても聞

想像します︒しかしアナウ

張感はかなりの物だったと

てはくれましたが︑その緊

を見ると︑気軽に引き受け

き込みが沢山してある原稿

Ｄさんですが︑なにやら書

そしてアナウンスをする

しました︒毎日のルーティ

なことです︒長年近くで見

可欠ではないかと思います︒Ｑ

きやすいキレイな声で︑﹁専

解りえないのが正直なとこ

ン︑声かけしたときの反応︑

守っておられる家族の方の

特に私達のような仕事をすや

門のアナウンサーがしてい

今年度︑自部署で追って

観︑習慣︑癖のある人がい・︒来ます︒中には一年中メダ
Ｑ
て︑自分のそれと大きく達 ルを首から提げている方も
⁚
います゜

言葉を発したり動き出すき

助言や協力を得て︑多角的

る者は︑柔軟な捉え方と受Ｑ

タイミング︑時計の種類と

組みは︑けっして利用者さ

この﹁何故を問う﹂取り

ろです︒

っかけ︑行動のどこに時間

な視点で追っていければと

いるＣさん︒口数は少なく︑

を費やすのか︒

ると思った﹂と勘違いする

置き場所を工夫したり︑距

んを支援者側の常識に当て

生活や環境を整えるための

に寄り添いながら︑本人の冷ヽ開

心式アナウンスを依頼さ

担当の中で﹁こんな大

役誰が引き受けてくれるの
肖だろうか﹂と思案しました・

︵野々村︶Ｑ他職員からの意見も有り︑

ていました︒

︵助野︶

来年に向けての意欲が湧い

げられると思う！﹂と︑もう

﹁来年はもう少し上手く投

より︑競技の結果に対して︑

感想を聞くと︑その緊張感

ほどでした︒後日Ｄさんに

容する姿勢が必要だと思っ

離をとったり近寄ってみた

はめてこだわりをなくさせ

支援を心がけたいと思いま

肖

考えています︒

り︑予定時間を変更したり

ることが目的ではないと思

す︒

そこから声かけの仕方や

と色々試みながら︑その都

っています︒ですが︑こだ

ています・

度記録をつけて職員間で話

わりや特性によっては︑時

利用者さんの生きにくさ︷り 今年は利用者さんが行う

し合いました︒一つ試して

ふ

Ｑ
れ｀
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宿直明の朝で︑岡山にある

雪交じりの冷たい雨が降る

域生活支援に邁進した︒

がら利用者の就労支援と地

とテレビを見ておりその事

施設の談話まで利用者だち

去り︑数年後私も岡山の地

川さんは道半ばで旭川荘を

不幸な出来事を受けて山

旭川荘のあかしや園という

実を知った︒

岡山で二年三か月︑ワー ・ 作

クスユニオンでも三年弱と４

編集後記

マンや機関車トーマス︑戦

とに興味があり︑アンパン

共に働いた時は短いが︑多ｊ
Ｊ ▼３歳の息子は︑色々なこ

くのこととその思いを学ば
せてもらった︒

隊もの︑動物︑塗り絵やご

この大阪の地で受け入れ

川さんが︑自分としてやり

実現﹂に向けて邁進した山

っこ遊びなど多くの楽しみ

入所施設での支援が中心で

てくれたのは︑法人の現評

切れずに目を瞑らざるを得ム敵なことだ︒▼ワークスユ

﹁一般就労と地域生活の

地域生活支援の遅れていた

議員の関さんが所長をして

なかった人たちの支援︵一 ・一一一二オンでは︑生活介護事業

を離れた︒

岡山に﹁地域生活支援﹂を

いた﹁大阪市職業リハビリ

般就労∴地域生活の壁に押４ 所を中心に︑仕事以外の活

年号の変わった数年後︑

定着させるため当時の理事

テヽ︲︲ションセンター﹂︒

動にも力を入れている︒▼

ものがあることはとても素

を持っている︒熱中できる

昨年の五月に︑年号が﹁平
長が︑故山川さんを招聘し

うございます︒

成﹂から﹁令和﹂に代わり︑

を目指して︑多くの保護者 ・｀

し戻された人たちの支援︶
役割は︑経理担当の業務︒

しかし︑私に与えられた

たのだ︒

この令和の時代が︑利用

その活動の中で︑今まで仕

として﹁社会福祉法人ワー４ 用者さんの中にも新たな打

事一筋で頑張ってきた︑利

ノウハウを学べとの指示を

とっては適職だったのかも

クスユニオン﹂を最後に創

の協力を得て自分の集大成４

者にも皆さんにもまたワー

受けて︑﹁入所施設﹂から﹁通

しれないが︑﹁支援の現場﹂

本当は経理屋の方が私に

クスユニオンにとっても良

勤寮﹂へ転勤となった︒

ち込めるものを見つけた人

設﹂の生活リズムに染まり

のんびりとした﹁入所施

成十五年七月にワークスユ

山川さんの誘いを受け︑平

に戻りたいとの思いから︑

に込めたその思いは︑職員ム

生活の最後の砦﹂との言葉

ったその思いと理念︒﹁地域︒

齢に関係なく︑周りの環境

つけるチャンスは本人の年

４

▼最終的には利用者さんの

次第だと感じさせられた︒

心﹂がいる︒そういうものを見

切っていた私にとって大き

集団として大切にしヽ共有︱・ｔ一

し続けなければならない︒

ニオンの所長に着任した︒
﹁経営は自分かするから

な変革期の到来だった︒
山川さんは︑周りの心配

大事だが︑そういった選べ

支援はお前がしろ︒﹂と言っ

時代の流れと共に制度もＪ

る環境を用意する事は︑支

や助言には動ぜず︑次々に

変わるし︑障害福祉に求め４

ていたくせに山川さんは︑
﹁障害者自立支援法﹂ の施

なければならない︒

▼これからも利用者さんに

彩のある生活を送ってもら

何なのかは︑熟考し判断し４えるよう︑試行錯誤しなが
ムら考えていきたい︒︵Ｙ︶

べき物﹂ ﹁変えるべき物﹂は４

しかし︑私たちが﹁守る

︒．ａＪ 援者としての役割だと思う︒

られることも変わる︒

に平成十八年十月に他界︒

行に期を合わせたかのよう

変革の手を打ち続けた︒

今と異なり﹁措置﹂ の時
代の﹁就労支援﹂には︑支

う経営も私にさせるの

﹁平成﹂の時代の思い出が︑

プが不可欠で︑私たち支援

か？﹂と思ったのも事実︒

その時は︑﹁早すぎるだろ

者は利用者と﹁対峙﹂しな

援者の力量とりＩダーシッ

﹁平成﹂ を迎えた朝は︑

脳裏を駆け巡った︒

に︑私にとって激動だった

映像を鮮明に思い出すと共

﹁平成﹂ の年号を示された

った時の故小渕恵三氏が

和﹂から﹁平成﹂ へと代わ

と年号の変わった瞬間︑﹁昭

﹁平成﹂ から ﹁令和﹂ へ

を切に願います︒

い時代となってくれること

私は︑﹁地域生活支援﹂の

新しい時代を迎えました︒

新年あけましておめでと
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