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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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Topics

2 日間限定！くろしおカフェオープン！

﹁五穀豊穣﹂柿内

やわらかなお香の香りと、穏やかな空気に包まれて
いた予岳寺。令和 3 年度第 19 回高知県知的障害者育
成会職員研修会は、土佐山田の予岳寺から Zoom に

貞男

コロナ禍においても、変わらぬ人への想いや繋がり、
関わりから、人のために自分にできることを考え模索

「1000 年の鍾乳洞」
田村 清明

する日々。今年度は法人職員による障害者就業・生活
支援センター「ゆうあい」高橋佳宏主任の発表をはじ
め、予岳寺副住職

濵田道圓氏を講師としてお招きし、

「情熱」田村

清明
新型コロナウイルス流行から早 2 年が経過しようと

命の大切さから、生き方働き方を考える機会を頂きま

している中、香南くろしお園を代表する一大イベント

した。

育成会
濵田氏からは、「自利利他〜いのちとしあわせ〜」と
Art
就労支援を通して〜」と題して、一人ひとりの思いに
題してご講演を頂き、命の尊さや人との関わりについ
寄り添うことの大切さや、相談者と企業との繋がりに
美術館
て、考える機会を頂きました。
「つかまり立ちをした赤

「ふれあいくろしお祭り」
が昨年に続き中止となりました。

初めに高橋主任より、
「アナログな関わりを大切に〜

少しでも、利用者に楽しんでもらえる行事をして欲し
いと祭り実行委員会からも要望がありました。
利用者か
らは、
「ケーキを食べたい！」
「ゲームをしてみたい！」
と

S p r i t ちゃんが、歩き出して倒れそうになった時に手を差し
Art

ついて、話がありました。

ご本人が成長を実感できる経験を会社と共に共感し

現物を手に取ること、現実を目で見ること、原理原則の

その心が一番清らかで、心の本物の姿であると言われ

スピリットアート展
ていました。言葉で説明がつかない経験してわかる。
入選作品
その心は仏性、皆もっている心であり、人は皆尊い存在。

5 ゲン主義や、人と人との繋がりの大切さを学びました。
「縁を生かすとは、縁を切らず、縁を繋ぎ、後に生か

で、
「いったんやめがかかるまでは、縁をきらないよう

が生れたお話は、心温まるお話でした。言葉を交さなく
ても相通じ合い、共感力が育まれる。このことは、相手
の立場に立つ時、見えないことに気づく感情の一つで
あり、面と向かい関わることで、気づかされる思いだと

清子

見つめ直します。面と向かい同じ目線にたつと、様々な

感情に包まれ、想いや世界が広がります。誰もが楽しく

和やかに過ごすことができるように。人との関わり、
人との繋がり、いついつまでも大切にしたいです。

「父さんと母さん

私とひまわり」依光

椋子

「夜のステージ」酒井

ウィッシュかがみの
みなみ

野口

あゆみ

フェ」を通して、利用者・支援者共に心から笑顔になっ
て過ごせる機会が必要であると改めて感じました。

もちろん、換気・手洗い・手指消毒などの感染対策
はバッチリ行いました。入り口にはアート作品や黒板
風のカフェ板を用いての雰囲気づくり、カフェに入る
「木蓮 ( 花言葉は高潔な心 )」
とスタッフが揃いのＴシャツと黒いエプロンを着用し
中屋 幸恵
出迎えました。
その姿を見て喜ぶ利用者もいて、注文を
取る前から大盛り上がり。
「似合っちゅう？」
「かっこい
い！！」
とのやり取りをしながら、思い思いのテーブル
に着かれました。
テーブルには季節の草花を小さな小瓶に飾り、店内に
はゆったりとしたＢＧＭが流れ、より一層の心地よさを
感じる中でケーキやジュースが運ばれてきました。
「コロナのない世界へ」
森本 華菜

明日輝

清らかな心に立ち返った時、自己の心の在りようを

今回のくろしお祭り代替行事である「くろしおカ

喜英

﹁会いたいですお父さん﹂
坂田 麻里子

きっかけを頂きました。

「次いつするが？」
「またやりたいね！」などの声があり
「仕事の横綱」藤原 千里
ました。
そんな皆さんの様子にスタッフ一同、イベント

﹁気持ち﹂加用

感じました。相手のことを考えた上で自分のことを考
「ワルツ」北村
みき
え、自利利他を念頭におき、心を一つにする。
目的に向
かう過程での働き方や心の在りようを、見つめ直す

「秘密の花園」黒原

ゆり

弘久

りました。

「宝物入れ」筒井

﹁さんぽ﹂中村

えと、一瞬一瞬を丁寧に交し合う、心の在りようを教わ

日向子

の成功を感じました。

美琴

話からは、日頃から真摯な気持ちで、人と向き合う心構

「寝ている間に」堀見

毅

に」、集中を切らないことを、子ども達に伝えているお

食事を終えた後は、スタッフに向け
「美味しかった！」

ゴリラとの関わりについて、ご紹介して頂きました。
共に過ごした経験から、互いの気持ちが通い信頼関係

また、ドリンクのお替わりが出来る事を伝えると、

﹁田中さんのサイン﹂真辺

は、今でも心に残っています。高橋主任が剣道の稽古

上がられた時、
「美味しい！」と笑顔が弾けました。
一杯目とは違うメニューを注文して楽しまれていました。

﹁人間﹂井浦

「にじいろのさかな」笹岡 政代
やかな眼差しで、職場を選び決めたこの言葉と働く姿

都大学総長、山極寿一氏のお話から、共通の祖先をもつ

19 日の 2 日に分け一日カフェをオープンしました。

「ポケットの中身」
松田 美保

目の前に届いたケーキに目を輝かせながら一口召し

﹁東京五輪﹂横川

と感じました。
「僕はここで骨をうずめる」相談者が穏

人との関わりでは、ラジオで聴取した人類学者の京

幸恵

がない信念が心と心を繋ぎ、人と人を繋げていくのだ

命を大切にする原動力であると、教えて頂きました。

アイデアを形にしていきました。
そして、
11 月 16 日と

「穴あき模様」
上田 泉

晃

す」と言う言葉からは、人への思いやりや優しさ、揺る

﹁春夏秋冬﹂尾原

マイズしての道具の提案など、現場に足を運ぶこと、

伸べる瞬間」や「景色をみて美しい、感動する」と、心打
「ひのさん」澤井 菊美さん
たれる瞬間の心の在りようが理であり、理にかなった

の声が上がり、
カフェを開催する事としました。
「しあわせのラクダ」浜田 敏邦
「おしゃれでゆっくりと過ごせる空間にしたいね。
」と

﹁そうじゃ﹂西岡

あえるように、環境にあった適切な道具選びや、カスタ

恵美子

広幸

よるライブ配信で開催しました。

﹁大正ロマンはいからさん﹂岩浅

第 19 回 高知県知的障害者育成会職員研修報告

﹁表も裏もオレ安松﹂安松

Report
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「おうちかえりたい」
松田 直子

香南くろしお園

中谷 和稀
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People

食べるのが大好き！！

田村

Report

裕規さん

利用者と職員の健康と安全を守る
〜ノーリフトケアの取り組み〜

山田特別支援学校卒業後、高齢者施設の調理補
助の仕事を７年間した後、転職の希望が叶って、

かがみの育成園１寮は四肢機能障害を有する利用者

令和３年５月から四国福山通運株式会社高知支

が多く在籍しており、高齢化により介護的支援が必要な

社で働いています。仕事のことや生活のことなど

利用者が増加しています。
以前は長距離歩行に参加して

インタビューしました。

いた方が、歩行器や車椅子を利用しての生活となってい
ます。
利用者の身体機能的な変化に職員の介護技術や設

〇自己紹介をお願いします

備が追いついていませんでした。
そんな中、令和２年度

田村裕規 ( たむらひろのり )26 歳です。

よりノーリフトセミナーを１寮職員全員が受講しました。

食べることが大好きで、今は『パイの実』にこだ

ノーリフトケアとは狭義に
「持ち上げない・抱えない・

わっていて大量買いをしてしまいます。ひと箱

引きずらない」
介助のことです。
人力による介助は、介助

396 キロカロリーあるので、世話人さんから「食

者・利用者双方に身体的な負担がかかります。
正しい介

べ過ぎないように」と注意されますが、口の中に

助方法を学び福祉機器を導入することにより、身体的な

入れたときのサクサク感とチョコレートの甘さ

負担の軽減を目指しています。
広義としては介助者が安

がたまらなく好きで、手が止まりません。それと

心して働ける労務管理やリスクマネジメントのことで

〇休日は何をしていますか

人見知りでおしゃべりは苦手です。

あり、そのことにより利用者へのサービスの質の向上に

コロナのこともあるので、前みたいに友達と外

つなげていきます。

〇仕事で頑張っていることや目標を教えてください

出はほとんどしていません。
自転車で出かけるの

まず、寮で取り組んだのは「これ危ないな」
「この業務

今、働いているところはグループホームから自

が好きです。あと、食べるのが大好きでグループ

はたいへんだな」と職員が思ったことをすぐその時に付

転車で 15 分くらいのところにあります。仕事を

ホームの世話人さんがいる時には、レシピを一緒

始めてやっと 6 ヶ月になります。場内の清掃をし

に確認してもらいながら、唐揚げをたくさん作っ

たり、ゴミ回収をしたり、トラックが到着したら

てみんなで食べます。
「美味しい」と喜んでくれる

担当の人から指示をもらって荷物を仕分けたり

のがうれしいです。
今はエビフライを作るのには

します。仕事の流れはだいぶつかんできていると

まっています。

す。目標は完璧な仕分け作業です！

箋に書いて貼る『リスクの抽出』を行いました。
「車椅子

職員が使い方を学ぶと共に利用者には新しい福祉機

からベッドへの移乗時に人力での抱え上げで怒った声

器での支援に慣れていただきました。
つかまり立ちが必

をあげる」
「居室につかまり立ちができるところがない」

要な利用者の居室には、据え置きのテーブル型の手すり

など一つ一つ解決するようにしました。
次に寮内で協議

を設置しました。

しノーリフト協会に相談を重ね、リフト等のデモ機の
レンタルを行いました。

思います。でも指示通りに動けないこともありま

リフトでの移乗

リフトなどの機械よりも人の手が優しいだろうと思
いがちですが、身体機能が低下している利用者にとっ
て、介助者の人力での支援は勢いや弾みがつき緊張を引

〇最後に就職準備中・求職活動中の方へエール

き起こしてしまいます。
抱え上げた時の怒声とリフトに

をお願いします

乗った時の笑顔を見ると、どちらがご本人にとって優し

前職では、仕事がしんどくなって辞めたくなる

い支援なのか答えはおのずと出ていると感じます。

ことが何度かありましたが、
「ゆうあい」やグルー

老人介護の分野で高知県は、ノーリフトケアの先進県

プホームの世話人さんに相談にのってもらって、

です。
少子高齢化が全国平均より高い高知県は「高知家

７年間勤務することができました。
何がしんどい

まるごとノーリフト宣言」を行い、介護業界の意識と働

のか、なんで嫌になっているのか、誰かに聞いても

き方を変える実践が進んでいます。
しかし、知的障害者

らって自分の思い通りにならずモヤモヤした気持

施設での取り組みはまだ始まったばかりです。
かがみの

ちのままにならないようにするといいと思いま

育成園は令和３年度から事業計画に「ノーリフトケアの

す！あきらめずに頑張ってください！

理念を基に安心できる支援体制を整える」の文言が入

本当は仕事より食べることが好きな僕ですが、

り、
『腰痛対策推進委員会』
が発足しました。
利用者、支援

「美味しい物を食べる」という楽しみの為に、

者双方の健康と安全を守ることがスタンダードになる
ようにノーリフトケアを学び、
実践を重ねています。

頑張って仕事をします！
障害者就業・生活支援センター「ゆうあい」 公文

智惠

テーブル型手すり

かがみの育成園

１寮

川崎

和代
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りました。

「宝物入れ」筒井

﹁さんぽ﹂中村

えと、一瞬一瞬を丁寧に交し合う、心の在りようを教わ

日向子

の成功を感じました。

美琴

話からは、日頃から真摯な気持ちで、人と向き合う心構

「寝ている間に」堀見

毅

に」、集中を切らないことを、子ども達に伝えているお

食事を終えた後は、スタッフに向け
「美味しかった！」

ゴリラとの関わりについて、ご紹介して頂きました。
共に過ごした経験から、互いの気持ちが通い信頼関係

また、ドリンクのお替わりが出来る事を伝えると、

﹁田中さんのサイン﹂真辺

は、今でも心に残っています。高橋主任が剣道の稽古

上がられた時、
「美味しい！」と笑顔が弾けました。
一杯目とは違うメニューを注文して楽しまれていました。

﹁人間﹂井浦

「にじいろのさかな」笹岡 政代
やかな眼差しで、職場を選び決めたこの言葉と働く姿

都大学総長、山極寿一氏のお話から、共通の祖先をもつ

19 日の 2 日に分け一日カフェをオープンしました。

「ポケットの中身」
松田 美保

目の前に届いたケーキに目を輝かせながら一口召し

﹁東京五輪﹂横川

と感じました。
「僕はここで骨をうずめる」相談者が穏

人との関わりでは、ラジオで聴取した人類学者の京

幸恵

がない信念が心と心を繋ぎ、人と人を繋げていくのだ

命を大切にする原動力であると、教えて頂きました。

アイデアを形にしていきました。
そして、
11 月 16 日と

「穴あき模様」
上田 泉

晃

す」と言う言葉からは、人への思いやりや優しさ、揺る

﹁春夏秋冬﹂尾原

マイズしての道具の提案など、現場に足を運ぶこと、

伸べる瞬間」や「景色をみて美しい、感動する」と、心打
「ひのさん」澤井 菊美さん
たれる瞬間の心の在りようが理であり、理にかなった

の声が上がり、
カフェを開催する事としました。
「しあわせのラクダ」浜田 敏邦
「おしゃれでゆっくりと過ごせる空間にしたいね。
」と

﹁そうじゃ﹂西岡

あえるように、環境にあった適切な道具選びや、カスタ

恵美子

広幸

よるライブ配信で開催しました。

﹁大正ロマンはいからさん﹂岩浅
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きいてみて ぼくらぁの声やき！！
〜第９回 手をつなぐ育成会「すまいる大会」「みんなでよさこい！負けんぜよ」〜

令和３年度、第９回 手をつなぐ育成会中国・
四国大会、手をつなぐ育成会「すまいる大会」が行
われました。コロナ禍のため、オンライン開催で
した。この大会は一般大会と本人大会で構成され
ています。
ライフサポート「かがみの」では坂本和広さん
と田村大輔さんが本人大会で司会をされました。
お二人に大会を終えての感想を聞きました。
（本人大会の）司会は今まで何度もやった。
何度やっても緊張する。
オンラインは初めて。みんなの顔がはっき
りわからん。手をあげてくれゆうのに、わか
りづらい。意見を言いたい人も言えんかった

（シンポジウムの）司会ができてよかった。
手伝ってもらったけど、自分で最後の締めの
言葉を考えた。自分の想いを言うた。
中四国の人とつながった。リハーサルは緊
張したけど、
「リラックスしていきましょう」
という（参加者の）声がきっかけで、本番は緊
張せずにできた。気遣いの声にホッとした。
司会して、よかった。大役をお願いされて、
迷わず引き受けて良かった。次からは職員が
横につかず自分でやってみたい。すごい自信
になった。

やないろうか。
（司会を）何回やっても「こう

（参加していた）みんなの活動を聞けて良

したら良かった」と思う。発言してくれる人

かった。コロナ（自粛中）でも（本人会が）でき

に、発言しやすいようにしたい。次も（司会

る方法を考えていこうと思った。（休止して

を）したい。

いる）活動を復活させる！！

オンラインでも（大会が）できて良かった。

ライフサポート「かがみの」

意見を言いたい。聞きたい。そのために僕は

田村 大輔さん

あすなろ会（本人会）に入っちゅう。２〜３年

（本人大会シンポジウム司会）

前、山田駅にエレベーターをつけてと議員に
言うた。
「予算がない」と実現せんかった。で
も、これからも僕は言い続ける。選挙で投票
に行く。
全国大会で発表するのが夢！！
中四国のいろんなところの自慢話を聞い

各地の仲間と交流し、発信や意見交換ができた
有意義な大会になりました。直接会って、交流で
きる日が楽しみですね。
楽しかった
またやりたい

よさこい
踊ったよ！

て、行きたくなった。香川の琴弾公園に行き
たい。

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。

ライフサポート「かがみの」

坂本 和広さん

（本人交流大会司会）

ライフサポート山田

中

麻美
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