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第１３７号

夢を描いて、有言実行
本部長

一一六五二号 昭和五十四年八月一日

あけましておめでとうございます。
皆さん書初めをされましたか。我が家では
毎年行っています。子どもの宿題のためです
が、親も一緒に新年の目標を書いています。
今年の私の書初めは「高山完走」。これだ
けでは何の意味か分かりませんね。昨年は

桑山利和
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ありたい未来のために今何をするのかを考え
るところに中長期計画の存在意義がありま
す。
先ほどのマラソンの例では、１００キロな
んてすぐには走れません。現状の力から少し
目標を上げて５時間耐久マラソン完走という
選択もあったでしょう。しかし大きく１００
キロと掲げたので、課題ややることが定まり
ます。長く走る練習をしなければならないの
で、今までの３０キロペース走など強い負荷
をかける練習ではなく、５時間走など軽くて
も長時間の負荷をかけ続ける練習の計画が決
まります。そうすると、時間が取れないとひ
かりのさとの例会には往復走って参加しよう
などの工夫も生まれます。
愛光園でもまず夢を描きます。そしてここ
までこうやるという事業計画が生まれます。
さらに発表します。発表したからには退路が
ありません。有言実行です。それが夢の実現
の近道です。
「夢を描いて、有言実行」。みなさんもい
かがですか。

きろ

「百粁完走」。ウルトラマラソン（１００キ
ロ）完走を目標にし、それを壁に貼りまし
た。高山の大会に参加したのですが、あえな
くリタイア。別の大会で完走して目標は達成
したのですが、高山大会はすばらしかったの
で、今年こそは完走します。そこで「高山完
走」。みなさんに発表したので退路はありま
せん。
愛光園が書初めをしたらどうでしょうか。
「私たちは、誰もが人間としての尊厳が保た
れ、安心して共に生きる社会をめざします」
という理念が私たちのめざすもの。長い書初
め用紙が必要ですね。
しかしこれでは、どんな分野で、何を、ど
のように、どれだけ行うのかはわかりませ
ん。それを具体的に示すのが事業計画です。
さらに３年から５年先の未来を示すのが中長
期計画です。
今、その中長期計画を検討しています。計
画は具体的にしていけばいくほど、国の制度
や現在の法人の状態などに影響されます。し
かし現在の延長の未来を考えるのではなく、
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とって おき！

大石たか

様
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１０５歳
ボランティアさ
んが来訪され、
押し花を使った
タペストリー作
りが行われまし
た。
出来上がった自
慢の作品ととも
にぱちり！！

ひかりのさとファームの利用者全員で
作り上げたカレンダーです。
季節を感じられる個性的で素敵なイラ
ストと、思いのこもった味のある短詩で
2015年を彩りませんか？
大（Ａ３二つ折りサイズ）700円
（税込）
小（Ａ４二つ折りサイズ）500円
（税込）

社会福祉法人愛光園 ひかりのさとファーム
TEL：0562−84−4151 FAX：0562-84-4413
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私の

今と夢

み な さ ん、 お元気ですか？愛光園だよりでは、各事業所の「今」
と『夢』を、現場の職員に元気に語っていただこう！！と思います。

も支援を受けながら乗り越えること、自信や
自己肯定感の基礎を育むこと等を思って私た
ちは利用者に寄り添っています。どんなに制
度の変化はあっても、こうした思いはこれか
らも仲間と共に切磋琢磨しつつ深めていきた
いと思います。

「やっぱり、
目の前のことからこつこつと」
大府市発達支援センターおひさま
松原修司
まずは私的なことから･･･。２０００年に
結婚してから１４年目、待望の子どもが生ま
れました！しかも子どもの誕生日が私たち夫
婦の結婚記念日、という奇跡的なおまけ付
き。現在嫁さんは里帰り中、おいそれと会い
に行ける距離でもないので（栃木県那須塩原
市･･･って分かります？）、連休中に嫁さん
と子どもに会いに行く生活をしています。

そして冒頭へ。今度は想像ではなく、現実
に子育てパパの当事者となり、我が家は子ど
も中心の生活になります。法人や事業所、仲
間や親族からお祝い金や温かな言葉、子ども
へのプレゼント等いただくたびに「うちの
子って、こんなに愛されているんだ･･･」と
感謝し、人とつながっている喜びをパパとし
て感じます。こうした気持ちも子どもに引き
継いでいきたいと思います。

私は大府市発達支援センターおひさまに保
育士として勤務しています。人様のお子さん
に関わらせていただき、早おひさま歴１０年
目の職員です。今までは家庭の子育ての大変
さなどは想像しながら利用者の方々と関わっ
てきました。そしてこの１０年、色々な福祉
制度の変化があり、そのたびに私もついてい
くのに精一杯でした（今もですが･･･）。
おひさまでは、年２回各クラスで総括を行
い、私たちが今まで行ってきた支援の振り返
りをしています。様々な制度の変容の中、総
括のまとめを通して発達支援や子育て支援に
は「人は人の中で育つから人になる」という
変えてはいけないもの もあることを毎回
再確認します。おひさまは「生まれてきてよ
かったな」「人と関わることって楽しいな」
「生きてるって嬉しい！」という気持ちを育
む最初の場である、といつも感じています。
子どもが愛情を感じること、苦手なことで

そんな今の私のささやかな夢は･･･、どの
お父さんも持つような当たり前なこと。かつ
てセンター長は「愛光園は命を大切にする法
人」と言っていました。その法人愛光園職員
として、目の前の家族や利用者に、仲間と共
に誠実におひさまで働いて支援している
かっこいい 姿をわが子にも見せていきた
い！･･･です。まさに自分のレベルアップ！
家庭も事業所も大切にしている夢だと思いま
せんか？
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ら、もっと素敵な笑顔をみせてくれると思
います。その笑顔が見られるよう、りんく
（永田？）で支援をさせていただけたらと
思います。
入浴支援であったり食事介助の支援で
あったり身体に関わる支援も大事な支援で
はありますが、移
動支援も同じくら
い大事な支援であ
ると思います。利
用者の方の希望す
べてに応えられる
ような事業所にな
るよう、ヘルパー
全員が力をつけ支
援を提供できるよ
うにしていけたら
と思います。

「共に楽しみたい」
地域生活支援センターりんく
永田誠
「ＡＫＢ４８の劇場に行きたい」「旅行に
い き た い な ぁ」「野 球 を 見 に 行 き た い」
「プールに行きたい」など、在宅の支援やグ
ループホームの支援に行った際に、ご利用者
の方からお聞きすることがあります。りんく
では、入浴支援や食事介助など身体に関わる
支援がメインとなることが多く、なかなか移
動支援などの余暇支援まで行う事ができてい
ない現状があります。でも、身体に関わる支
援で、しっかりとニーズに応え、ヘルパーの
派遣ができているのかと言われるとまだまだ
ご利用者の方の希望を叶えきれてない部分は
多々あるかと思います。ヘルパーの確保など
利用に関わる体制を整えニーズに応えていく
のは、りんくの課題の１つであると感じてい
ます。
さて、りんくの移動支援を利用している鈴
木泰輔さん。ＡＫＢ４８が大好きで、東京の
秋葉原にあるＡＫＢ４８の劇場に行きたいと
いう希望をもってみえます。（まだその外出
の希望に、りんくが応えることができていま
せん。）
泰輔さんは、他にも 妖怪ウォッチ
名
探偵コナン など好きなものがいっぱいあり
ます。（私自身あまり趣味といった趣味がな
い の で、好き な物がいっ ぱいある人はいい
なぁと感じます。）そんな、泰輔さんと移動
支援を利用して映画やイベントなど一緒に行
かせていただく機会があるのですが、どの外
出先でもとても良い表情をされています。先
日も、 妖怪ウォッチ のイベントに参加す
るためバスや電車を使用し乗り換えを繰り返
し犬山モンキーパークへ行きました。バス等
での移動時間が長く少し疲れた様子も見られ
ましたが、イベント会場に着き写真を撮ると
とても素敵な笑顔が見られました。素敵な笑
顔を見ることができると一緒に外出支援に行
けたことが、とても嬉しくなります。泰輔さ
んの希望であるＡＫＢ４８の劇場へ行った

「まどかにも訪れる高齢化」
まどか 岡田美保
最近世間で話題になっている高齢化。決し
て他人事ではありません。まどか利用者の平
均年齢は４７歳です。これを若いと思うかそ
うでないかは人それぞれでしょう。
まどかの利用者さんは肌つやも良く、実年
齢より若くみえる方たちばかりです。しかし
実際は５０歳代の方も多く、６０歳代の方も
みえます。
縁あってまどかで勤務するようになって７
年が経ちました。この間に利用者さんも年齢
を重ね、様々な身体状況の変化がありまし
た。
約２年半前、１人の利用者さんが胃瘻を造
設することになりました。まどかでは初めて
のケースでした。この方の今後を思った時、
より良い暮らしのサービスが受けられる場所
が他にあるのではないかと考えました。一
方、事業所は、まどかでの暮らしを願うご家
族の思いを受け止め、ご本人を受け入れるた
めの準備をすぐに進め、経管栄養を学ぶため
4

AJU

愛光園だより

の研修も行い、万全の体制を整えました。
ここ数年の間に、食事でむせ込みが見られ
るようになった、浴槽に一人で入ることがで
きなくなった、筋力低下による転倒等々、特
に４０歳代の利用者さんに変化が見られま
す。
私はこの方たちにとって安心できる生活を
これからも提供できるのか、今後まどかに求
められるものは何なのかを考えるようになり
ました。
今年度「温故知新」というチームが発足し
ました。これは、これまでの利用者さんの生
活、歩んできた人生の記録をまとめ、その方
の転機を知り、これから起こるべく身体状況
変化に向き合うための資料を作るチームで
す。それぞれの利用者さんの入所から現在ま
での記録をたどることにより、これまで知ら
なかった姿を知ることができ、利用者さんを
一層身近に感じました。記録の中の利用者さ
んは、笑顔あり、怒りあり、エピソード満載
でいきいきと暮らしていました。
あの時、本人に合った、もっといい暮らし
が出来るところがあるのではと考えた自分が
恥ずかしくなりました。利用者さんにとって
この住み慣れたまどかは安心できる場所だっ
たのです。
ならばこれからの利用者さんの高齢化、身
体状況の変化をまどかで受け止めるために、
安心して歩くための手すりや、安全に使用で
きる浴室の整備等、環境を整えることは重要
であり、私たちの支援力もより上げていかな
ければいけません。そして私自身、支えるた
めの力をもっとつけたいと思っています。
来年度はグループホーム「なないろの家」
が完成し、８名の利用者さんが引っ越しをさ
れる予定です。さらにまどかは３０周年を迎
えます。新たな局面に入るまどかですが、利
用者さんはこれからもいつものようにせわし
なく、またマイペースに過ごしていくことで
しょう。そんなまどかの利用者
さんとの出会いを大切にし、い
つまでも見守りたく、そして利
用者さん支援者共に心豊かであ
りたいと願います。
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「仕事とやり甲斐」
就職トレーニングセンター

中村孝司

２０１４年４月より、私は大府市（旧愛光
園 跡 地）に あ る「就 職 ト レ ー ニ ン グ セ ン
ター」に勤務しております。
就職トレーニングセンターでは、「就職し
たい・働きたい」という思いをもった、障が
いのある方の就職を応援させていただいてい
ます。
具 体 的 に は、午 前 中に「公 文 式 学 習」や
「パソコン講座」を通してビジネスマナーや
集中力を身につけたり、午後のプログラムで
は面接練習や職場で望ましい服装を学んだり
していただいています。
「公文式学習」と聞くと、小・中学生が勉
強をするために行うイメージが一般的だと思
います。しかし、就職トレーニングセンター
では、教材を通して職場に相応しい挨拶や返
事の練習や、繰り返しの学習によって達成感
を味わい、「自己肯定感」を感じていただけ
るように取り組んでいます。社会で様々な経
験をされ、度重なる叱責や非難によって「自
分の価値」が分からなくなっている方にとっ
て、この「自己肯定感」を持っていただくこ
とは、就活の第一歩になると考えています。
また、パソコン講座においても「資格取
得」を目標に、教材を繰り返し学習すること
で、「自分はやれる」という「自己肯定感」
を持っていただけるように取り組んでいま
す。
通所し始めた頃は落ち着いて過ごすことが
難しかった方が、次第に他の利用者と会話を
楽しめるようになっていく過程を見守らせて
いただけることに、やりがいを感じていま
す。また、就職された方が、「お給料で欲し
いものが買えました」と報告してくださった
時には、通い始めた頃の記憶が蘇って、変化
されたことに感動しています。
私は、仕事を始めた頃は、「利用者に対し
て何かを提供しよう」と与えることばかり考
えていましたが、今は「利用者からいただく
5
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ことばかりだな」と日々感じています。
就 職 ト レ ー ニ ングセンターで働くよ う に
なって、半年が経ちました。まだまだ慣れな
いことばかりで失敗も多いですが、日々職場
の仲間や利用者に支えられて続けさせていた
だいています。
今後も、就職を望まれる利用者にとって必
要なプログラムを、少しずつ実現していきた
いと考えております。そして、「就職トレー
ニングセンターで就職を応援してもらって、
本 当 に 良 か っ た」と思 っ てい ただ け るよう
に、利 用 者 や
職場の仲間か
ら助言をいた
だ き、プ ロ グ
ラムの充実を
図っていきた
いです。
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る雇用主は障がいのある方を雇用する法的義
務があります（例えば、労働者１００人の事
業所の場合、２人を雇用する義務がある）。
中には障がいのある方と接したことがない雇
用主も多く、「障がいのある方と共に働く」
というイメージを共有することが必要になっ
ていきます。そして、多くは「法的義務」と
いう観点から始まっていく障がい者雇用です
が、実際に雇用が始まると、そこには障がい
のある方が、任された業務に従事するだけで
なく、雇用主に大きな変化・効果を与えてい
るという実態が見えてきます。「毎日大きな
声で挨拶をしてくれることで、周囲の社員ま
でしっかりと挨拶を意識できるようになり、
職場の雰囲気が明るくなった。」「本人に
とって分かりやすい工夫をしたところ、他の
従業員にとっても分かりやすく、作業効率が
上がった。」「本人に従事してもらう業務を
選定するうちに部署全体の業務についても見
直すことができた。」等の雇用主からの声を
聞くことができます。大袈裟かもしれません
が、法的義務という観点から始まった障がい
者雇用が、実は雇用主にとっての気づきにつ
ながり、大きな戦力となっています。もちろ
ん、一人の戦力として責任を与えられながら
働くという点では障がいがあってもなくても
同様に求められることですが、配慮を受けな
がら働くことで、それも可能になっていきま
す。
愛知県の障がい者雇用率（１．６８％）は
全国平均（１．７６％）を下回り、全国ワー
スト５位という報告があります。このような
状況の中、我々が雇用主に「障がい者雇用が
生む力」を伝えていくことで、障がいのある
方々が、さらに地域の中で当たり前に働くこ
とができる社会になっていくことが今の私の
目標です。そして、いつしか法的義務という
観点から「雇用主にとっての大きな戦力」と
いう認識に変わっていくことを願います。
ワークには現在約４８０名の方が登録され
ています。たくさんの方々の「働く」を応援
させていただきながら、私も様々な気づきを
得ることができています。日々、自分自身の
「働く」を見つめ直しながら、皆さんの応援
に努めていきたいと思います。

「障がい者雇用が生む力」
知多地域障害者就業・生活支援セ
ンターワーク
安井孝嗣
皆さんはご存知ですか？ファミリーレスト
ランや回転寿司店、食品スーパー、衣料販売
店、ビジネスホテル等で障がいのある方が働
かれていることを。もちろん製造業等の職種
にも多くの方が従事されていますが、私たち
の生活に馴染みのある場所でも、実は障がい
のある方がご活躍されています。
近年、「障害者の雇用の促進等に関する法
律」の基に施策が進められ、障がいのある方
の 雇 用 は 拡 大 し て き ま し た。こ の 状 況 に 伴
い、ワークに求められる役割も、より幅広く
なり、障がいのある方々をはじめ、雇用主・
関係機関等からたくさんのご相談が届くよう
になりました。知多半島に唯一の「障害者就
業・生活支援センター」として、責任を感じ
ながら、就業に関する応援をさせていただい
ております。
現 在、障 が い 者 雇 用 の 法 定 雇 用 率 は ２．
０％に設定され、５０人以上の労働者を抱え
6
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さんに楽しんでいただけたようで本当に嬉し
かったです。当日の写真にも、きらきらの笑
顔がいっぱいあふれ、中には「これ、遺影に
使いたい！」と言われるほど、とびっきりの
笑顔もありました。
また、「食べたいと思ったものがどんど
ん食べられ、嬉しくてたまらない、そんな住
人さんの笑顔がいっぱい見えて、私も嬉しい
一日だったわ！」
「のぞみの職員さんはよく動く！」
「勢いと馬鹿力ではなく、ものすごく整然と
していて、この日のために本当にたくさんの
準備をしたんだね！住人さんはすごく楽しそ
うだったよ！」
「遠足は成功でしたね」
などなど、たくさんのお褒めの言葉やね
ぎらいの言葉、そして嬉しいお声もいっぱい
いただきました。本当に感謝の気持ちでいっ
ぱいです。言いだしっぺ、ありがとう！そし
て、参加してくれた住人さん、職員、ボラン
ティアさん、ご家族の方、実習生、レンタル
マイクロバスの運転手さん、ほんとうにあり
がとうございました。
そ の 日 の う ち に、住 人 さ ん た ち の 中 か
ら、「次はどこへ行こう？」という声が聞か
れ、遠足は大成功！
一つの願いにみんなが力を合わせれば、
夢が実現する。そして、夢が実現したら、次
の夢が生まれるのですね。楽しかった思い
が、今度はこうしたい、次はああしてみよう
という具体的な夢につながる。住人さんがい
くつになっても夢を語れるようなのぞみの家
でありたいと思います。

「とびっきりの笑顔に感謝」
ひかりのさとのぞみの家
小松崎和美
「みんなで遠足にいきましょう！住人さんも
職員も、みんなで！」
一職員のこんなつぶやきからスタートし
た、のぞみの家の一大イベントの遠足が１０
月９日に無事決行されました。住人さん３８
名、職員、ボランティアさん、ご家族の方、
実習生、レンタルマイクロバスの運転手さ
ん、総勢なんと１０１名。セントレアを占
拠！？してきました。
以前は一泊旅行や遠足、海水浴、ぶどう狩
り、運動会に、買い物など、みんなで楽しい
時間を共有する機会がたくさんありました。
しかし、今ではみなさん歳を重ねられ、みん
なで「共に」ということが難しくなってきま
した。そんな中、もう一度住人さんも職員も
みんなで力を合わせてひとつになり、楽しい
想い出を作りたいという強い思いに、全員参
加の遠足を企画するにいたりました。
住人さんと職員のプロジェクトチームが発
足し、話を進めていくうちに、きらきらとし
た住人さんの笑顔を見ることができ、遠足当
日はもっときらきらとした住人さんの笑顔を
見ることができると信じて準備にあたりまし
た。
プロジェクトチームも遠足直前には相当き
つかったと思うのですが、当日の朝、「がん
ば り ま し ょ う ね！」で は な く、「楽 しみま
しょうね！」のメールに感謝でした。皆のた
めにがんばるのではなく、自分たちが楽しめ
たら、みんなも楽しめるはず、そんなチーム
メンバーたちの想いが伝わってきました。
当日は大北海道道南物産展で海鮮丼を楽し
んだ住人さん。回転寿司で１９皿も食べた住
人さん。フランス料理店で飛行機の離着陸を
眺めながら、優雅にコース料理を堪能した住
人さん。名鉄電車や飛行機を観て楽しんだ住
人さん。お土産をたくさん買いたくて、いろ
いろなお店をまわった住人さん。職員とお揃
いのＴシャツを買った住人さん。とにかく皆
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地域支え合い体制づくり事業講演会 および
第10回 社会福祉法人愛光園実践発表会 開催のご案内
社会福祉法人愛光園
ひかりのさとの会

多くの皆様からの日頃のご支援に感謝を込めて、
今年度も実践発表会を開催させていただきます。
今回は第Ⅰ部に和田行男氏による講演会『認知
症になっても地域社会で暮らせる町にしよう
(仮) 』、同日午後に第Ⅱ部として実践発表会を
開催いたします。多数のご参加をお願い申し上げ
ます。
記
日
時 ：２０１５年２月２８日（土）
１０：００〜１５：３０
場
所 ：あいち健康の森 プラザホール
定員３５０名（参加費無料）
知多郡東浦町大字森岡字源吾山
１番地の１
主
催 ：社会福祉法人愛光園
ひかりのさとの会
第Ⅰ部

参加申込書
代表者ご連絡先 所属
氏名
電話
氏

○をつけてください

午前のみ・午後のみ・終日
午前のみ・午後のみ・終日

※手話通訳を希望される場合は、下記に○をつけ
てください。
（手話通訳希望）
参加申し込みは２０１５年１月３０日（金）ま
でに、ＦＡＸにてお申込みください。
（切り取り不要、この用紙のままで結構です。）
※申し込み先：社会福祉法人愛光園 法人本部
ＦＡＸ：０５６２−８３−４３４４
お問い合わせは、総務・深谷まで
ＴＥＬ：０５６２−８３−９８３５

１３：００〜１５：３０

テーマ：つなげる支援〜自分らしく暮らす
ご利用者の思いを大切に、他職種・
他事業所と連携しながらの支援事例
を発表いたします。

ひかりのさと案内図

名

午前のみ・午後のみ・終日

地域支え合い体制づくり事業講演会
１０：００〜１２：００

実践発表会

日高幸子
皿井寿子

発表会の概要
○障がい福祉事業部（４題）
・阿久比町立もちの木園・まどか 合同発表
・ひかりのさとのぞみの家・ひかりのさと
ファーム 合同発表
・らいふ
・障がい者活動センター愛光園
○高齢福祉事業部（２題）
・介護老人保健施設相生
・高齢福祉事業部 相談担当職員 合同発表

講 師：和田行男氏
テーマ：認知症になっても地域社会で暮らせ
る町にしよう(仮)

第Ⅱ部

理事長
会長

ＪＲ東海道線大府駅下車、タクシー（１５分）が便利です

定価五〇円

詳細図
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