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第１４０号

「権利擁護」への法人の姿勢
本部長 桑山利和
昨年度末から今年にかけて法人内でおき
た虐待を重く受け止め、愛光園全体で権利
擁護に真摯に取り組んでいくにはどうした
らよいのか考えました。全職員対象の研修
な ど も、ひ と つ の 案 と し て あ が り ま し た
が、知識なら皆さん持ってみえると思いま
す。そこで、７月から９月にかけて、理事
長と２人で各事業所を訪れ、法人の姿勢を
職員に直接お話しする機会を設けてもらう
ことにしました。
私がお話ししたことは３点です。
１つには「法人の危機」であること。職
員数は５００名を超えています。多くの職
員に支援にかかわっていただく中で、大切
な理念が十分に伝わってなかったり、マン
ネリ化によって、「高い理想を掲げる愛光
園 と し て、そ の 支 援 は 適 切 な の だ ろ う
か？」という事例を見聞きすることがあり
ます。これまでもお金がなかったり人手が
なかったりして困ったことはあります。し
かしそれ以上に、最も大切にしなければな
らない支援の内容が問われるようなことで
は法人の危機と言わざるを得ません。もち
ろん各事業所では法人のクレドである「共
に」の読み合わせをしたり、研修を行った
りしています。しかし「千丈の堤も蟻の一
穴」の喩えどおり、小さなことから大事に
至ります。改めて危機感を持って取り組ん
で欲しいと訴えました。

２つには「支援の振り返り」をしてほしい
こと。日常の支援と別に権利擁護があるので
はありません。支援が権利擁護の考え方に裏
打ちされているかどうかを振り返っていただ
きたいのです。今できているかどうかを問う
ているのではあり ません。振り返り、気づ
き、向上して欲しいのです。人の成長にとっ
て振り返りはとても重要です。権利擁護の面
だけでなく、技術や連携など、様々な面から
振り返り、成長していただきたいです。
３つには「働く環境の向上」。適切な支援
を行うには、明るく楽しい職場でなければな
りません。それは単なる仲良しグループでは
なく、職員間の風通しがよく、お互いを思い
やり、働きがいのある職場という意味です。
その環境は自分たちで作り出すものです。
理事長からは、「地域を回ると愛光園の職
員はとてもよくやっていると耳にします。実
際その通りだと思います。自信と誇りを持っ
て取り組んでほしい」とエールをいただきま
した。
この取り組みは、これで終わりではありま
せん。各事業所で、深く掘り下げ、しっかり
話し合っていきましょう。私
もまだ全職員とはお話しでき
ていません。これからも必要
な時にはフットワーク軽く全
職員と直接お話をしたいと思
います。
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今年度の組織体制では、将来を見据えて、副グループ（センター）長
が大きく動きました。次世代を担うリーダーとして期待される皆さん
の、異動前（ビフォー）と異動後（アフター）の想いを伺いました！！！

異動をとおした振りかえりと自己研磨
ひかりのさとのぞみの家

地域生活支援センターりんく
副センター長 小野嘉久

私は１９９９年２月から１６年余りひかり
のさとのぞみの家でお世話になりました。支
援者として、また社会人としてもひよっこ
だった私ですが、住人さんの生活を支えると
いうことを通して数えきれないほどのことを
学ばせていただきました。そして今年４月か
ら地域生活支援センターりんくへと異動し
て、これまでと違った視点で自分自身の価値
観を磨いているところです。
異動ということ自体はある程度経験年数を
重ねた時期からいつ私にその話があってもお
かしくないと公言してきましたし、心の中で
は準備していたつもりでした。しかし、実際
に異動のお話をいただいた後、そのことを住
人さんや他の職員に発表されるまでどんな表
情で顔を合わせたらいいのかさえ分からなく
なるほど頭の中は混乱してしまいました。実
際にはその混乱は自分が数日不在の時に発表
してくださっていたので意味のないものでし
たが・・・。発表されてからの２か月間は業
務の引き継ぎなどあっという間に過ぎてし
まった時間でした。これまでの思い出を住人
さんとともに語り合ったり、のぞみの家を今
後も支えていただく職員さんたちに自分の想
いを話させてもらったりといった時間は、私
自身のこれまでを振り返るとても大切な時間
であったように思っています。また、異動後
のりんくでのことを知るためにこれまでに副
センター長を経験された堀田さんや清水さん
のお話を聞かせていただく時間をいただいた
ことは、りんくという事業所を知るというこ
とだけでなく、他事業所で頑張る私と同じ世
代の方々の価値観を聞かせていただくという
点でもとても貴重な時間でした。

４月からりんくのスタッフとして仲間に入
れていただき、事前に様々な方から伺ってい
た通り、それぞれの役割を持つスタッフが責
任を持ってその役割に向き合われており、自
立されていることを実感しています。その中
で自分の役割は何なのか、スタッフや利用者
さんから期待されていることは何かを今も模
索しながら仕事をしているところです。異動
後の今、のぞみの家にいたころの自分を振り
返ると、もっと若い職員さんたちに明確な役
割を持ち責任を持って取り組んでいただきそ
れを私自身が支えなければならなかったと感
じているところです。
「異動」にネガティブなイメージを持って
いる人は今でも少なくないように感じます。
確かに個人としても組織としてもかなりのエ
ネルギーを消費することですが、これまでの
自分の考えを整理したり振り返る機会になり
ましたし、何よりもいろいろな価値観に触れ
る機会が広がったことで、さらに自己研鑚を
するチャンスをいただいたことに感謝してい
るところです。これまでの出会いや経験も大
切にしつつ、今後経験させていただくことを
通して自分磨きをずっと続けていきたいと考
えています。
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アフター

ビフォー

「はい!もちの木園 堀田です!!」
地域生活支援センターりんく

阿久比町立もちの木園
副事業所長 堀田学
【アフター】
阿久比町立もちの木園は、自分にとって一
番遠い場所で、情報の最も少ない事業所でし
た。だからこそ、より知りたい学びたいと思
え、より初心に帰る事が必要となりました。
出勤初日前夜、珍しく不安と緊張で眠れな
かったのを昨日のように覚えていますが、今
思えば、久々に湧き上がってくる情熱と新天
地への期待がアドレナリンの放出を促して興
奮したのだろうと思われます(笑)
阿久比町立もちの木園は、３０数年と言う
長い長い歴史を持ち、地域の方々に愛され続
けてきた事業所です。
その歴史ある事業所では、変えられないも
のを受け入れる心の静けさと、変えられるも
のを変える勇気と、その両者を見分ける英知
が必要とされます。
これは、ラインホールド・ニーパーという
方のコトバから引
用したものです
が、これを「社会
福祉法人愛光園」
に置き換えて考え
ることも忘れては
いけません。
当面の自分の目
標、それは、かま
ずに「はい！もち
の木園の堀田で
す！！」と元気に
電話に出ることで
す(笑！！)

２０１４年、ニューヨーク・ヤンキースと
の契約が終了して、翌年、新天地マイアミ・
マーリンズと契約を結んだイチローは「なぜ
マーリンズに決めたのか？」と言う問いに
ついてこう言いました。「一番遠い場所で
情報も最も少ないチームの１つでした。
(中略)こういう時はマイナス要素をまず挙
げていき、それがクリアできるかどうか考
える。それらすべてをクリアした。そうす
ると、この話に対してノーと言う理由が無
くなると言うことです」。
スケールは全くもってかないませんが、
同じ頃異動のお話をいただいていた自分に
とってはタイムリーなエピソードでした。
【ビフォー】
愛光園での「一年間ボランティア」に始
まり、大学に通いつつこれまた愛光園で実
践から福祉を学ばせていただき、そのまま
居座り２階で「ヘルパーステーションりん
く」の立ち上げに携わらせていただき、気
が付けば約１５年と言う長い月日を大府市
で過ごしていました。
後ろを振り返ることもせずに走り続けて
いた頃が嘘みたいに、いつしか「居心地の
いい場所」で足踏みをしている自分に気が
付きました。そう、いわゆるマンネリで
しょうか。
その状態を打破すべく、異動と言う少し
荒療治的な手段を望んだ自分でしたが、い
ざ異動が決まると堪らなく寂しく、そして
あれこれ無駄に考え不安も覚えましたが、
冒頭にあるイチローの言葉のように、不安
要素を一つずつ潰していくことで不安は期
待へと変わっていきました。
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未来に向かって責任を果たす
介護老人保健施設相生

ひかりのさとのぞみの家
副事業所長 山本茂男
実。一人ひとりの力が必要なことはもちろ
んですが、それを一つの組織力としてまと
めることができるかどうかも、支援の実現
には大きく影響すると知りました。
私は先の高齢事業部長から、「法人全体を
視野に入れた考え方・対応力を身に着けて
ほしい」と指導を受けました。また、スー
パーバイザーからは、「現場の支援力をさ
らに高めることができる組織力の向上を模
索しなさい」と叱咤激励を受けました。今
の自分のキャリアでは、自分一人が支援力
を発揮するというのはもはや当然で、その
上で組織として支援を構築し、維持してい
くための力を発揮することが期待されてい
るのだと受け止めています。
今回の異動は、そういった力を身につけ、
発揮するためのチャンスをいただいたのだ
と思います。自分が期待に応えることがで
きれば、さらに良い支援力につながる可能
性があります。それはモチベーションでも
あり、責任でもあります。良い支援を実現
していくために、今自分に求められている
ことをしっかりと果たしていこう。気持ち
も新たに頑張っていきたいです。

私は担当事業や役割変更等も経験しながら、
１３年間高齢福祉に従事した上で、１４年目にし
て障がい福祉分野への異動を経験することにな
りました。
正直に言えば、まだまだ高齢福祉の分野で
やりたいことは沢山あります。これから大き
な変換期を迎える時期でもあり、これまでま
がりなりにも積み上げてきた知識や経験を活
用して対応していきたいと思っていたので、
後ろ髪をひかれる想いがないわけではありま
せんでした。それでも新たな一歩を踏み出そ
うと考えられたのには、そこにもまた自分な
りの想いがあったからです。
福祉分野を取り巻く環境というのは、年々
厳しくなっています。支援の対象となる方々
の多様化や重度化が進む一方で、それを支え
ようとする支援者、人材の確保は非常に困難
です。福祉施策や制度においても、厳しい状
況になってきています。今後、法人の理念を
体現し、支援を継続していくには、さらなる
努力が必要になるでしょう。
法人愛光園には、意識の高い素晴らしい職
員が集まっていると思います。それは、のぞ
みの家で勤務するようになってからも、改め
て実感できたことです。一人ひとりの職員
が、一つひとつの支援に真摯に向き合うとい
う点においては、相応の力を備えているかと
思います。が、それだけでは良い支援の実
現・継続をしていくことは難しいです。個々
の力だけではなく、組織力や運営力も重要で
あると考えています。
私は特にこの２年、監督職として事業が安
定して運営されるために必要なことを学んで
きました。そこで実感させられたのが、組織
運営のあり方が与える影響力の大きさです。
一人ひとりの職員が頑張っていたとしても、
組織として機能していなければ十分な支援に
なりえないという事実。また、組織がうまく
機能していないが故に、個々の職員やご利用
者に余分な負担がかかってしまうという事

（左：山本さん）
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感情予報「ネガティブ時々ややポジティブ」
らいふ相談

ひかりのさとファーム
副事業所長

東悟

求められているような気もしますが、今後、
年数を積み重ねる中で、自分の役割を確認し
ながら副事業所長になっていきたいと思って
います。
最後に、異動して感じたことＢＥＳＴ２を
書いて終わりたいと思います。
＊ご本人と一緒に活動できる楽しさ！！
やはり、障がいのあるご本人たちと一緒に
活動するのは、私たちにとって原点ですね。
とても楽しいです。療育支援事業の時は、直
接ご本人さんに関わる時間はほとんどなかっ
たので、目の前にご本人さんがいて関わりが
持てることを異動前からとても楽しみにして
いました。

異動して半年。やっとこさ今の環境にも慣
れてきた今日この頃、半年前から現在までを
振り返ってみたいと思います。
昨年度３月までは、知多地域障害者生活支
援センターらいふの相談支援部門で障害児等
療育支 援事 業を担 当し ており、専門職（Ｐ
Ｔ・ＯＴ・ＳＴ等）と共に知多半島５市５町
の主に保育園や療育施設等に訪問して、先生
たちの課題や悩みを聞き、直接的な支援では
なく、助言等の間接的な支援を していまし
た。担当になってから５年が経ち、「こんな
ことできたらいいな」、「こうしてみるとど
うかな」とイメージが湧くようになり、仕事
が面白くなってきた矢先、突然の異動の知ら
せがありました。全く想像もしていなかった
ひかりのさとファームへの異動。何とか自分
の気持ちを落ち着かせ、膨大な量の業務の引
き継ぎをどうするかを考え、それをこなして
いたら、あっという間に３月が 終わりまし
た。
次の仕事の準備はほとんど何もできず４月
１日を迎え、ひかりのさとファームへ。施設
に勤務するのは、実に１０数年振りのことで
す。今まで仕事柄らいふ事務所内にいること
はほとんどなく、自由に飛び跳ねているよう
な環境に身を置いていたので、施設という
「枠」の中での仕事に不安を持ちながらの異
動となりました。
現在ファームではレストランに配属され、
お店に出て接客等のホール係を中心に、調理
補助等も行っています。自家焙煎コーヒーの
淹れ方もだいぶ上手になってきたと思います
ので、ぜひ一度冷やかし半分で飲みに来てく
ださい。
そして、立場としては副事業所長として異
動してきたわけですが、まだファーム内での
「副事業所長とは」を自分の中に落とし切れ
てはいません。早めに答えを見つけることを

＊お金を稼ぐって、大変・・・
ご本人たちに多くの給料を手渡していくに
は、売上ＵＰが欠かせません。しかし、支援
と売上ＵＰの両立は、とても難しいなと感じ
ます。ご本人への支援を中心に考えると、売
上のことを考えにくくなる、売上のことを考
え出すと、支援のことが置き去りになってし
まう。この２つのことは、私の頭の中では相
反することとして認識されているようです。
自分の「考え」をほぐしていくために、売上
ＵＰにつながる
商売の知識を学
びつつ、それを
ご本人たちと共
に実践できる支
援のアイデアを
試行錯誤してい
きたいと思いま
す。
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らいふ放課後等デイサービス

らいふ放課後等デイサービスの夏休み
企画として、同じ曜日に集まるメンバー
とマクドナルドで昼食をとった後、ボー
リングに行きました。
「同じ曜日のメンバーとのボーリングは
初めてで、最初は不安だったけど、同じ
レーンの中で1番スコアが良かったので
うれしかった。」
「今度は、他の曜日の子とも一緒に遊ん
でみたい。」
4月から始まった放課後等デイサービ
スですが、メンバー同士の絆も深まって
きています！

常滑 焼ま つり に仲
間の作品が出展され
ました。

とっておき
障がい者活動センター愛光園
伊藤隆典さん

お客さんに作品を
手に取っても らい、
“夢のある作品 で良
い で す ね”な ど と 声
をかけていた だき、
仲間もとてもいい表
情をしていました。
とても貴重な体験
をすることができま
し た。作 品も 多 く 売
れ、ま つ りは 大 成 功
でした！
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海外から人材発掘を！～ベトナム訪問記～
本部長
介護関係の仕事で海外出張なんて思いもし
ていませんでしたが、ベトナムに行ってきま
した。外国人技能実習制度というのがあって
農業とか建築の技術を外国人に教えるという
ものです。日本の人手不足を補うという隠れ
た目的もあります。その職種に介護も認める
ということで、国会で法改正の議論が進めら
れています。愛光園でも評議員会で「技能研
修生の受け入れを具体的に検討すべき。」と
いう話が出ていたところ、ベトナムの仲介業
者さんを知ることができ、話だけでは分から
ないので実際に現地に視察に行くことになり
ました。
といっても私は新婚旅行以来、外国に行っ
たことはありませんし行く気もありませんの
で、パスポートの申請からです。どんな服装
で行ってよいのやらわからないまま、ただ荷
物 は 最小 限に し て、リ ュッ ク １つ で出 発 で
す。
日程は、７月９日木曜日朝出発で１２日日
曜日の早朝７時に帰国。目的地はハノイ周辺
の学校で、時差は２時間です。同行は仲介業
者の方１名と、１つの社会福祉法人から３人
のグループで合計５人。
１０時に飛行機に乗り込んで、さて出発と
思いきや、なかなか出発という雰囲気ではな
い。どうやら機体整備に時間がかかっている
様子。結局いったん飛行機を降り、別の機体

桑山利和

一 番 左 キ エン さ ん そ の 横仲
介 業 者 の 方 右 ３人 が 同 行の
別法人の方

に乗り換えて１２時出発。
フライト時間は５時間で、時差が２時間な
ので現地は午後３時着。迎えてくれたのは現
地の送り出し機関の社長キエンさん。３０過
ぎの好青年です。自身も技能実習制度で３年
間日本に行き、最初ブラック企業で苦労し、
次の会社でよくしてもらえ、ベトナムに帰っ
て起業し、建設業や輸入業で成功されていま
す。自分と同じ夢を持つベトナムの若者の応
援をしたいということで送り出し機関の仕事
をしているそうです。希望者からマージンを
要求する悪徳業者が多いのですが（見学先で
の話では、親戚で日本円にして１５０万円も
取られている人がいました。ちなみにベトナ
ム人の月収は３万円程度）、マージンを取ら
ないことを掲げています。
その後食事でベトナム料理店へ。ちょっと
高級で日本人用に少しアレンジしてあるそう
ですが、とてもおいしかったです。パクチー
も癖がありますが、私に はおいしかっ たで
す。２日目に本格的なベトナム料理店に行き
ましたが、ここでも問題なくおいしくいただ
きました。他の日本人の中にはちょっときつ
いという人もいましたが・・・。ベトナム名
物フォーも美味でした。
食事が終わって市街を案内してくれました
が、オートバイの多いこと。しかも車間距離
はほとんどなし。信号もとても少ないです。
そんな中を気合で運転していきます。ぶつか
らないかとヒヤヒヤし通しでした。また暑い
のは覚悟していましたが、市内は埃っぽくて
マスクをしている女性が多かったです。
観光が終わって１０時。日本時間は０時で
す。これで終わったかと思いきやマッサージ
に行きたいと同行の人が言い出し、１時間半
ほどアロマオイルを使ってさするようなマッ
サージ。私自身プロのマッサージは初めてで
気持ちよかったです。
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０時ホテル着。日
本時間で深夜２時で
す。長い１日でした。
シャワーを浴びてす
ぐ寝たのですが、食
事の時に歓迎でビー
ルとワインをコップ
一杯ずつ飲んでしまいました。私は酒に弱い
のですが、その症状は、眠りが浅くなり、そ
の後遺症が長引くことです。案の定、眠いの
に夜中に 何度も 目覚め、４時 には眠 れなく
なってしまいました。
視察本番は２日目です。看護大学を２校訪
問しました。ちょうど夏休みということで学
生は少な かった のですが、と ても活 気があ
り、にこやかな印象の人が多かったです。看
護師志望というだけで日本希望者を集めたの
ではないのですが、日本に行きたいか聞くと
８割くらいの人が手をあげました。ベトナム
は仕事がなく、２０００人卒業しても台湾に
行って家政婦の仕事をする人が５００人くら
いいるそうです。
３日目は午前中日本行きを目指して日本語
特訓中の学校をお
邪魔しました。語
学研修所の研修は
６ か 月 間。２ 段
ベッドがぎっしり
入った部屋に、鞄
１つに入る荷物だ
けをもって必死に

ひかりのさと案内図

学んでいました。日
本 の 印 象 は「桜」
「富士山」「礼儀正し
い」「勤勉」「科学技
術が進んでいる」で
した。日本に行って
技 術 を 学 び た い、
帰ってきて起業したい、家族を助けたいと、
目をキラキラさせて、まだ学び始めて数か月
のたどたどしい日本語で語ってくれました。
午後からは市内観光をして、その日の夜中
の飛行機で帰国です。市内観光といってもハ
ノイにみるところは多くないので、ベトナム
戦争記念館やホーチミン廟など。生活も知り
たいので大型スーパーマーケットにも案内し
ていただきました。商品は豊富にありました
が、１．５ℓジュース７０円、キャベツ８０
円と、日本に比べれば安いのですが、月収を
考えると生活は厳しそうです。家賃は市内で
１．５万円なのでルームシェアしている人が
多く、車は関税が高いので普通車で１０００
万円位するそうです。
帰りの飛行機は日本時間で夜中２時出発し
７時前着という行程でほとんど眠られません
でした。これからも何度か訪れることになり
そうですが、初日を含め、睡眠が課題です。
とても収穫のあったベトナム視察でした。
「安い労働力を確保する」ためではなく、国
際協力を通じて、彼らの夢の実現にぜひ協力
したいと思いました。

ＪＲ東海道線大府駅下車、タクシー（１５分）が便利です

詳細図
なないろの家
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