T o p i c s ／最新の出来事

車が通ったあとに残る輪の
跡という意味から、
「 先人た
ちが築いてきたものを大 切
にしながら、未来へとつない
でいく」
という思いを込めて
つけました。
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W o r k ／福祉で頑張る人たち
A

r

t ／障害者の光る感性

Message ／支援者からのメッセージ
R e p o r t ／取り組み報告

障害者の就労を見つめて
福

祉 工 場かがみのでは現

断念することになりました。

での仕事が増え、ミスも起こ

在 38 名の社員が雇用契

就労の厳しさを本人のみなら

るようになっていました。対

企業との温度差をどのように

約を結び、食品加工・メンテナ

ず私達も強く感じさせられる

策としてマニュアル作りや可

埋めていくのか「働く」支援

又、今回紹介しました２人

ンスにて目標（一般就労を目指

経験でした。

視化に努めましたが、モチベー

を行っている私たちにとって

についても「～したい」とい

一般就労への取り組みでは、

要があると考えさせられまし
た。

して作業スキル向上・生活の維

平 成 26 年 ９ 月 T 社 に て ３

ションの維持には繋りません

明確な課題となりました。職

う気持ちの強さを受け、共に

持・就労の継続等）に向け働い

日間実習を実施しました。（内

でした。家庭でも不得意分野

員と社員という関係性だけで

学び・経験し実現していくこ

ています。今回は、２名の社員

容：中古車内の清掃・部品洗

の練習をお願いしましたが難

は気付く事の出来ない厳しさ

とが出来ました。「やる気」と

紹介と取り組みについて報告さ

浄等）世界的にも有名な企業

しく、失敗を繰り返し注意を

や、一般企業での仕事に対す

いうモチベーションにより、

せていただきます。

でもあり条件面も良好。この

受けることが多くなりました。

る捉え方を参考に支援方法を

こちらの支援も生きてくる結

M さんは養護学校卒業後、

３日間の実習で「企業で働く」

このまま企業での就労を継続

模索していかなければなりま

果となりました。「自分らしく

平 成 23 年 ４ 月 福 祉 工 場 に 入

という厳しさを初めて肌で感

するよりも、職場内での人間

せん。

働きたい・暮らしたい」とい

社。明るく人懐っこい性格で

じることが出来たようです。

関係や作業内容・N さんの特

就労後の取り組みでは、本

う本人達の思い・本人達が運

工場内のムードメーカー的な

挨拶・言葉遣い・身だしなみ・

性・再度の就労を目指す事を

人へのケア・就労先への障害

んでくる社会からのメッセー

存在として食品加工業務で活

丁寧な仕事等基本的な事が出

願い「自分に合った場所・安

について深めるアプローチに

ジを受け、私たちは、その人

躍されています。

来ておらず T 社担当者の方か

心して働ける場所の確保」と

ついて再度確認することが出

がその人らしく安心して楽し

M さんは入社当初から「早

らも「もっと経験を重ねて社

いうことで、就労・生活支援

来ました。その方の障害をど

く生活していくことを願い、

く就職して給料を沢山貰いた

会でのマナーを学ぶことが必

センターゆうあいより福祉工

のように伝え、理解して頂く

各関係機関との連携や協力を

い」との希望を強く持ってい

要ですね。」とのアドバイスを

場に紹介があり２週間の実習

のか。これからの社会での課

しながら、本人達の「やる気

ました。社会経験も少なく企

頂きました。企業との温度差

を経て受け入れとなりました。

題でもあります。

と思い」を受け止め、共に努

業で働くために、一般企業に

を本人共々再確認させられた

「ここの仕事場は仕事も解り易

就労・生活支援センターゆ

力を惜しまず、より良い生活

通用する「仕事力」（挨拶・言

実習となりました。M さんか

いし働き易い。」「毎日の仕事

うあいや各関係機関との連携

の実現に向け応援していきま

葉使い・丁寧確実な仕事・身

らも「３日間の実習はしんど

も楽しい。」等の話が出るとと

によって今回の支援に携わり

す。

だしなみ等）を養うことを優

かったけど色々な事が経験出

もに友人や年齢が近い方と、

ました。その方の特性に合わ

先的に支援しました。しかし、

来て良かった。」との感想も聞

休憩中は楽しく談笑されてい

せた就労先、就労先での安全

就労継続支援 A 型事業所

M さんの就労したい思いは強

かれました。先方からも良い

る姿も見られました。今では

性・保証面・障害者に対する

福祉工場かがみの

くなるばかりで、平成 24 年９

評価を頂いていることを伝え、

毎日充実した日々を送られて

理解等「適切な職場環境」に

月、福祉事務所や各関係機関

就職には結びつきませんでし

いる様です。

ついて考慮し推進していく必

の協力を得て一般就労に向け

たが貴重な経験となった事は

取り組むことになりました。

言うまでもありません。現在、

就労・生活支援センターゆ

来年４月の就職を目標に挨拶・

うあいに就職先を依頼し、平

言葉使い・集中・丁寧な作業・

成 25 年 12 月 N 社（病院内給

社会でのマナー等の獲得に向

食関係）の常勤雇用の募集が

け月１回の定期的な確認を行

あり、見学などを重ね面接に

い意識の向上に努めています。

臨みました。M さんは「就職

今後も一生懸命働きチャレン

できる」と意欲満々でしたが、

ジしていくと頑張っています。

そこで提示された条件はパー

次に紹介する N さんは、市

トタイム雇用でした。今より

役所関係の清掃や老健施設で

給料も下がり、雇用条件も悪

の洗濯・清掃業務を経て H25

くなる厳しい現実でした。そ

年４月入社、食品加工業務で

の後、条件面について交渉を

活 躍 中 で す。 以 前 の M さ ん

重ねましたが「給料を沢山貰

は、早朝勤務や不得意な分野

いたい」と折り合いがつかず

（衣類の畳み・個別に仕分け）

メンテナンス作業

柴

田

国

博
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地域への恩返し
「草

引きをして自分たち

どで、行事参加者数は総勢 38

だけが 気 持ちよくな

名程になります。

メージをどこかで持ってし

ド」もそういった「地域への

作業中、冒頭でご挨拶をさ

まっていました。しかし、そ

恩返し」に少しでも役立って

施設を後にされました。

るのではなく、道を通った方々に

先日行われた「ふれあいク

れた矢野さんと少しお話をす

んなことはありませんでし

いればと思います。現在香南

も気持ちよくなっていただくため

リーンロード」では、香南く

る機会がありました。矢野さ

た。日中の喧騒も受け入れて

くろしお園は「南海トラフ大

にやりましょう。
また、活動は一過

ろしお園前の国道沿いから西

んは地域を盛り上げるための

下さり、何かと気にかけて下

地震」から利用者の生命を守

性のものではいけない。継 続し

に向かっておよそ 100 ｍの区

さまざまな活動をされていま

さるご近所さん、事業所で育

るための「高台移転」を計画

ていくことが大事です。」長年地

間を、午前 9 時から 2 時間程

す。その中の一つに、地域の

てた花や野菜を買いに来てく

し、この移転計画が進んでい

域に貢献されてきた人の思いを

かけて皆できれいにしていき

収穫祭イベントを主催する若

ださる地域の方々、仕事を発

る最中です。今とは別の地域

感じました。

ました。作業をする場所には

い方たちの活動を支援する、

注して下さる地元企業さん、

へ移転をしても、長年お世話

これは先日第 3 回目を迎え

サボテンが群生しており危険

というものがありますが、話

また、利用者の就職受け入れ

になったこの地域の方々への

た、香南くろしお園・第 2 香

もありましたが、皆さん一人

題がこのことに触れた際「やっ

先としてご協力・ご支援下さ

感謝の気持ちを忘れることな

南くろしお園後援会の地域交

一人が本当に懸命に取り組ん

ぱり自分たちでやっていかな

る企業さん、活動の一環であ

く活動を続けていきたいです。

流行事「ふれあいクリーンロー

でおられ、雑草でいっぱいだっ

きゃ。」「彼らのように自ら進

るアルミ缶回収にご協力して

また、新たに移転をした先で

ド」での ( 香我美町 ) 岸本地区

た場所が、終わるころにはと

んで活動していけば、少しず

下さる店舗・ご家庭、また後

もその地域に貢献していける

まちづくり協議会の矢野さん

てもすっきりとした道路沿い

つ変えていくことができる」

援会に加入して下さるたくさ

ような事業所を目指していき

による挨拶の言葉です。この

の風景になっていました。途

と言われていて、地域貢献に

んの方々など挙げたらきりが

たいと思っています。

「ふれあいクリーンロード」は

中、草引きをしながら利用者

積極的に向き合って行くこと

ありません。施設（事業所）

地域への貢献と普段お世話に

さんが地域の方との会話を楽

の大切さを教えていただきま

は地域の方々と密接に結びつ

なっている地域の方々との交

しむ場面もありました。刈っ

した。

き、また地域の方々がさまざ

流を目的として、平成 26 年度

た草はコンテナに集め運搬。

実を言うと私自身、施設と

に 始 ま り ま し た。 岸 本 地 区 -

軽トラックで 7 往復分にもな

いうものは地域から少し隔離

私たちは活動をしていくこと

国道 55 号線沿いの美化活動と

りました。そして一人ひとり

されたような「閉鎖的」なも

ができています。

いうことで、草引きやゴミ拾

が 1 苗ずつ道路沿いに花の苗

のであるというマイナスのイ

この「ふれあいクリーンロー

いを職員、利用者さん、保護

を植えて作業は終了しました。

期の法人研修は7月

を今 更ながら感じ、経 験の浅さ

詰ること、それでも同じ思い

員の事例発表が二事例、外部

1 1日
（ 土 ）に決まりま

を痛感するのでした。

を持つ仲間たちと戮力協心、

講師による講和が二講演、と

今回の研修の要綱を見てい

切磋琢磨しながらより良い支

いう形でした。

むふむ 、もうそんな時 期 かぁ。

ただければわかると思います

援、より良い職場作りを目指

講演では、京丸園（株）代

今 回はどんな話 が 聞けるのか

が、これは法人に勤め始めて

していること、そんな思いを

表鈴木厚志氏・元香川大学教

なぁ。」
と例年と変わらない光景。

6 年目になる私が日々感じて

載せています。（ちなみに戮力

育学部教授保健管理センター

「今回は私たちが要綱係になり

いること、きっとみんなもこ

協心とは「全員の力を結集し、

所長小柳晴生氏の二名をお招

ました」
「ふぅん、そんな係まであ

んな思いだろうということを

一致協力して任務に当たるこ

きしました。

るのかぁ、大変そうだね」
「では

書かせてもらいました。「障害

とです。「戮」には合わせる、

鈴木氏からは「農業と福祉

よろしくお願いします」
「ん…？わ

があってもなくても、一度き

一つにする意があり、「戮力」

のいい関係！～障害者就労支

たし？？」そんな事で始まった今

りの人生を、その人らしくよ

は力を合わせること。「協心」

援の取組と地域連携～」とい

回の法人研修。
まずは今までの

り良く生きることを応援しま

は心を乱さず、調和をはかる

うテーマから、鈴木氏が代表

データを見て学ぶ事から始まり

す。そして、みんなが笑顔で

こと」を意味しています。）

をされている京丸園が「誰も

ました。申込 用 紙、研 修 全 体の

暮らせる社会を目指します。」

さて、今回の研修は前回の続

が働けるユニバーサル農園」

流れ、発表者、講師、講演内容

という法人理念を胸に、一人

き、「 私 の 福 祉 観

～生きる

を目指し、障害者の雇用とと

e t c・
・
・そうか、法 人 研 修とは発

ひとりに寄り添った支援に努

ということを支えるという本

もに農園を拡張していった話

表する、講話を聴くことだけでな

めていくことを目指しながら

質を考える～ひとりひとりの

をしていただきました。健常

く、研修会の準備をするという学

も、理念や思いと現実とがぶ

ニーズ・思いを尊重した支援

者と同じように作業ができる

びの場でもあるのか！そんなこと

つかりあって悩むこと、行き

～」をテーマに掲げ、法人職

ようになってもらうために障

者の方と地域の方々が一緒に

作業の後はお楽しみの昼食

行うというものです。参加い

時 間。 炊 き 出 し で は JA か が

ただいた地域の方々は岸本地

やきさんが、おいしい「豚汁、

区まちづくり協議会の会員さ

おにぎり、卵焼き」を作って

ん、香南市社会福祉協議会の

下さいました。施設の食堂で

方々、地域在住のボランティ

皆が一緒になって会話を楽し

アさん、炊き出しで参加をい

みながらの食事となり、食事

ただいた JA かがやきさんな

を終えた後は皆さんが笑顔で

研修会で
学 ぶものとは

「前

した」との朝 礼での報 告に「ふ

多機能事業所
香南くろしお園
山

まに協力して下さるからこそ、

本

陽

子
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サービスを繋 ぎ支える
本

ど細かな生活上のお世話は長

供の姿だろうかと疑問もあり

年出来ておらず、日中はウィッ

ました。

事になりました。

応することが難しいとの事で

在宅サービスと日中事業所

介護施設への移行を望まれ、6

を利用しながら順調な生活が

月半ばにウイッシュかがみの
を退所されました。

シュかがみの・生活介護事業

Ｈさんの生活全般の支援に

所に通所し、入浴支援や身辺

ついて検討を重ねました。夏

始まったかと思われましたが、

介護を行っていました。ご家

季は体調も良く過ごせました

H さんは風邪からまたも肺炎

今回この事例を上げました

族も H さん同様に高齢化に伴

が、季節が冬季に近づき、体

に罹患。ご家族が救急連絡搬

が、「地域で生活する」という

い体調面での課題があり、H

調面の心配が出てきました。

送するも入院はできず、家庭

障害者本人や支える家族の暮

さんへの思いはあっても生活

一事業所だけでﾌｫﾛｰできない

から近隣病院へ通院して点滴

らしの中で、気付かれていな

を支える事は出来ていません

課題がある事を福祉事務所を

加療の指示を受けました。そ

い課題があり、長年の間支援

でした。

はじめ関係機関へ連絡を行い、

の後医療機関より「通院に来

を受けられないままになって

また H さんには心臓疾患が

「生活を支える」という事を念

ていない」と事業所に連絡が

いる事が多々あるのではない

あり、少しの風邪から肺炎を

頭におき動きだしました。ご

入りました。ケアマネージャー

かという事です。潜在化した

起こしやすい方でした。以前

家族にも在宅での支援の必要

さんや居宅介護事業所にも連

課題がある事に気付いた時に

年末年始の休み明けに送迎に

性をお話し、一事業所が全て

絡を入れ、行政にも H さんと

は、どこの機関からであれ声

行った際には、すでに自宅で

の福祉サービスを提供できな

ご家族の置かれている状況を

を上げ発信し、表面化して支

体調を崩し肺炎に罹患。家庭

い事、他にも適したサービス

連絡、通院同行等のサービス

援というつながりを作ってい

の事情で入院加療が出来ず、

がある事、今後は地域にある

を利用できないかの問い合わ

く事が大切なのではないかと

通所しながら通院と静養を繰

複数の専門のサービスを組み

せをしましたが、すぐには無

思います。各機関が協力して、

り返し、復調を支援した経過

合わせて利用する方がＨさん

理との返事。上司と共にケア

サポート体制を取る事で、よ

がありました。ご家庭だけの

にとっての生活には良い事を

マネージャーさんや居宅介護

り細やかに「生きやすさ」の

サポートでは体調管理が難し

お話し、要介護認定の申請を

事業所を統括している市社協

構築にアプローチしていく事

いと感じ、日中の様子把握や

しました。

へ駆け込みで相談。すぐに一

になると思います。ご家族や

しかし、居宅介護サービス

緒に訪問し、肺炎増悪との事

一事業所で抱えこむのではな

は支給決定、サービス開始に

で救急搬送し、入院となりま

く、支え合う事のできる地域

した。

社会へ。地域で支える仕組み

当に必要なサービスを必

早めの気付きを心掛け支援を

要な所 へ。 計 画 相 談の

していたのです。

開始と共に、事業所の中におい

職員は年末年始休業時、十

結びつける事が年末には間に

てもケアマネジメントの視点を持

分な体調管理等をご家族から

合わず、この年は職員が排泄

この入院期間中に、H さん

として、各機関が互いに連携・

ち、ニーズの発掘と新たなサー

受けられない H さんを思い、

支援と着替えの支援に入りま

の今後について市社協、病院

協力していく事が、必要なサー

ビス提供を提案していく取組みを

大病に至らぬようにと排泄支

した。

のワーカーさんと検討しまし

ビスを適切に提供するために

しています。介護施設へ移行し

援や着替えの支援に交代で自

居宅介護サービス利用は年

た。H さんにとっては慣れた

大事であると感じました。

た H さんの事例をお伝えしたい

宅へ出向いていました。日中

末年始休業時だけでなく、寒

家であり生活であったと思い

と思います。

活動事業所の職員が在宅まで

い時期の土日・祝日には年齢

ますが、このままでは H さん

H さんは、65 歳の男性で、

支援に入っている事は利用者

を重ねていく H さんにきっと

の疾病予防及び疾病時の十分

兄夫婦の隣家に一人で生活を

を思っての事ではありました

必要なサービスになってくる。

なケアが難しい。家族に生活

されていました。食事は家族

が、 本 当 に 全 て の こ と を 一

再度、行政や居宅介護事業所

上の支援をお願いするのは、

が隣家からもって来て下さる

事業所で完結してもよいもの

に協力を依頼し、2 月より居

負担が大きい事が課題となり

のですが、入浴や身辺介護な

か？本来あるべきサービス提

宅介護サービス利用が出来る

ました。家族からも家庭で対

害者が頑張るのではなく、障

ち職員が、疲れや困りにうま

相談支援専門員から地域で生

害者に学び誰でもできるよう

く対応できる知恵をいただき

活していくことの支援の報告、

なデザインにし、障害があっ

ました。目まぐるしく変貌し

自分の子どもや同じ障害を持

ても働ける場づくりこそが現

ていく現代社会を生きていく

つ子どもたちのために立ち上

状農業を変えるヒントである。

には早足で生きていかなけれ

げた就労継続支援 B 型の「ら

このような話から、障害者が

ばならない、そんな中でゆっ

いふ」の軌跡、の二事例の発

働くということが特別なもの

くりと生きている障害のある

表がありました。

ではなく誰もが働くことがで

人たちの支援をしていると、

本研修では、私たち支援者

き、誰もが役割がある、といっ

そのスピードのギャップにつ

が支えているだけでなく、互

たことを再認識し実際の支援

いていけず疲れが増大してい

いに支えあっていることに気

と照らし合わせ振り返る機会

く。それが私たちの疲れの一

付くことが「生きるというこ

となりました。

因ではないかとのお話でした。

とを支える」ことにつながる

小柳氏からは「私たちは何

思いもよらぬ原因にハッとす

のだと感じました。

に疲れているのか・何に困っ

ると同時に、私たち支援者も

ているのか～心のバランスを

「ゆっくり生きる」ことを見習

崩 さ な い た め に ～」 と い う

うことが利用者さんの支援に

テーマから、現代社会の爆発

つながっていくのだろうと感

的な情報の増大によって身も

じました。

心も疲れた現代人である私た

法人職員の事例報告では、

地域活動支援センター「香美」
甲

藤

啓

子

多機能事業所
ウィッシュかがみの
宮

本

紗

会

201６年（平成2８年）
３月１１日│Vol.７

「アートコースの歩み」
コ

ースは、平成 24 年度新

に展示させていただきました。

がりの綿密さにはただただ感

品したところ見事入選。何の

ばならない。」このようなお話

体系移行に伴いスタートし

作品作りでは、一閑張を精力

心します。力強い字を書く方

迷いもなく素直に描いたとこ

を伺う事ができました。これ

的に取り組み始めました。

には、書道で思い切って紙に

ろが評価されたのだと思いま

は書道の作品の中の評価でし

園からの年賀状の依頼もあ

筆をぶつけていただいていま

した。

たが、一瞬はっとしました。

り、200 枚 程 度 を 毎 年 作 る よ

す。几帳面な性格の方は、丁

スピリットアート展を見学

この事は書に限らず人間とし

うになりました。26 年度から

寧で鮮やかな色彩で絵を描き

していた際、書道の審査員と

て大切な事、アートを通じて、

は、運動会の参加者に贈るメ

ます。折り紙に興味のある方

偶然お会いする事が出来まし

改めて感銘を受けたお言葉で

ダル作りも行っています。ス

は、折り紙を使った作品作り

た。「この中の作品は、どれも

した。そうした気持ちを大切

ピリットアート展では、共同

をしています。

力強く、素直さや清らかさが

にしながら、これからも素敵

ました。これまでの軽作業中心
の日課だけでなく、利用者さん
個々の特性に応じた生活作りを
目指して新たに設けたコースで
す。
心身ともに豊かな生活を送
り、その中で生きがいや自信
につなげていけるよう日課の
充実を図っています。創作活
動をする中で、楽しみや喜び、
そして感性と表現力を養うこ
とが大切だと感じます。現在
男性２名、女性５名の利用者
さんが所属されています。
初年度は、土佐和紙を利用
して箸袋やコースター、名刺
などを製作しました。障がい
者雇用月間のポスター応募や
スピリットアート展、香美市
文化展展示も行いました。
25 年度は、初年度の活動に
加えて四国銀行南国支店や香
美市役所、ウイッシュ祭り等

作品も出品し２年連続入選し

アート展に向けて絵を描い

ある。そして無心である、邪

な作品を生み出していければ

ました。カレンダーの販売も

ていた方が、わずか２分で作

念がない、純粋である。物か

と思います。

始めました。27 年度は、昨年

品を仕上げた事がありました。

ら訴える芸術であり、この清

の倍の 800 部を印刷し販売し

何か心和む楽しい作品で、出

らかさを皆、学びとらなけれ

かがみの育成園
猪

野

英

子

ています。
アート作品の取り組み（種
類）は、現在絵画、折り紙、
一閑張、貼り絵、切り絵、石
絵、壁掛け、書道、絵手紙等
です。時には香美市美術館に
行ったりしながら、絵画展を
観賞したりします。これから
も、色んな創作活動にチャレ
ンジしていきたいと思います。
皆さん、それぞれに個性が
あります。細かな作業が得意
な方は貼り絵をし、その仕上

絵画部門：中
 屋幸恵、安藤充洋、
川村次朗、浜田敏邦、北村みき、
山本広志、
田中鈴子、小原和子、
倉本 遏、谷 艶乃、柿内貞男、
田内直也、筒井ゆり、
尾原幸恵、
畠中勇紀、
としお、公文大彰、
依光椋子、門脇智子、沢井菊美、筒井ゆり、安井優子
工芸部門：吉村美花、北村みき、安松広幸、
山本恵津、矢野仁一、安井優子、尾原幸恵、
つむぎ、
支援センター「南国」、
パワーズ山田
書道部門：森国朝子、伊藤公恵、
山戸真理、小松悦子、武井育美、柿内貞男、
田内直也、枝重厚子、
中沢 望、奈良美喜子
立体作品等部門：水沢文子、
かがみの育成園４寮

「手をつなぐ」の１月号表紙に、パワーズ山田の北村みき

（高知県障害者美術展）入賞者

さんと山中千鶴子さんの絵が採用されました。タイトル

は「夕日と花」「あかるい花」です。

第19回スピリットアート

ご意見・ご感想
機関紙「わだち 轍」に関するご意見・
ご感想などございましたら、下記連絡先
までお寄せください。
いただいた貴重なご意見を今後の機関紙
づくりの参考とさせていただきたいと思
います。
総合支援センターかがみの
社会福祉法人 高知県知的障害者育成会
特選 「綺羅・星の如し」パワーズ山田

安藤充洋

TEL 088-855-3717
FAX 088-855-6181

