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サービス管理者のつぶやき

サービス管理責任者は、通常利用者支援に入らない。制度上もそうなってい

て、届け出上の職員配置には本来組み込まれていない。ケアプランを客観的に構

築するために必要なシステムであることは言うまでもないのだが、支援員上がり

の私にはやっぱり直接現場で利用者と過ごすことが何よりの利用者理解に繋がる

と思っている。もちろん、他職種を含めた職員皆さんの様々な情報や意見をない

がしろにするつもりはないし、私よりもはるかに長い時間利用者と接している職

員の感覚には遠く及ばないことも承知しているつもりだ。それでも利用者のそば

に居たいというのは、私が福祉人であるが故の一種の職業病だろうかとさえ思え

てくる。このサービス管理責任者、車の免許証の様に数年に一度更新研修が導入

されるらしいが、いったい何を更新するというのだろうか。（O）

宿泊旅行②
～八景島シーパラダイス・テラスモール湘南～



新年度はじめの1ヵ月

八王子生活実習所　施設長　岡部智彦

4月の慌ただしいスタートから1ヶ月がたち、だいぶ全体の雰囲気

がこなれてきました（と思います）。というのも利用者皆さんの視

線が「この人、誰？」から「今日もよろしく！」になった気がする

からです。まだまだ先輩職員にはかないませんが、「とりあえずや

らせてみるか」というオーラが利用者皆さんから感じ取れるように

なりました。新人職員にとっては、利用者支援の入り口をようやく

くぐった第一歩目といったところでしょうか。

この時期、新人職員は利用者の膨大な情報量をインプットしなけ

ればなりません。氏名年齢はいうに及ばず、その方の好きなこと嫌

いなこと、声の掛け方やその方にとっての心地良い支援の仕方など

など、当然微妙な匙加減は一人一人違いますから、知ろうと思うこ

とだけ情報があることになります。全利用者とはいかないまでも、

少なくとも自分が所属するグループの利用者ぐらいは最低限把握し

ておかなければなりません。

利用者の皆さんにとってもこの時期は「この職員に自分を預けら

れるのか？」ということを見定める大切な時期。少しずつ情報提供

しながら「どこまでできる？」という探りの時期でもあります。こ

の期間はだいたい夏の始まりころまで。この3～4カ月でお互いの

ベーシックな部分は固まってしまい、関係性がさらに広がっていく

かそうでないかの瀬戸際になっています。この大切な時間をしっか

り自分の物にした職員はさらに支援のステージをあがっていくこと

になります。利用者皆さんの生きづらさや本当の困りごとに気づく

力が育っていきます。そして利用者の3年後、5年後、10年後に思い

をはせることができる職員になっていきます。

ご家族の皆さんには、これまでの歴史とご家庭での様子、そして

我が子の支援のツボを…、先輩職員は支援のコツとノウハウを惜し

みなく新人職員に伝授してください。新人の時期は今しかありませ

んので…。



プラットホーム

今年度の第1回宿泊旅行は、横浜方面へ出かけました。最初の目的地は「八景島シーパ

ラダイス」です。到着後、まずは園内のレストランで昼食の時間を取り、食後に日本最大

級の水族館“アクア・ミュージアム”に向かいます。照明を落とした館内に入ると、幻想

的に光り輝く巨大な水槽に目を奪われた様子で見つめる皆さんです。イワシなどの群れが

泳ぐ姿をゆっくりと見学する方や、アザラシやセイウチを見つけて笑顔で教えてくれる

方、クラゲの泳ぐ様子を手を使って表現する方など、楽しみ方もそれぞれでした。アシカ

やイルカのショーでは、上手にボールを受け取ったり大きくジャンプする姿に拍手を送り

ながら見学しました。水族館を出た後は、園内でお土産の買い物などをしながら、ゆった

りと過ごしています。宿泊先の「上郷・森の家」では、夕食の会席料理をゆっくりと楽し

んだ後、お風呂に入り、一日の疲れを癒しました。

2日目は「三菱みなとみらい技術館」の見学です。館内は航空宇宙ゾーンや交通・輸送

ゾーンなど、テーマごとに関連技術が紹介されています。実物大の国産ジェット旅客機の

模型を見学したり、ディスプレイ画面に映し出された物体をジェスチャーで操作する体験

をしたりと、普段の生活では触れる機会の少ない科学技術に親しみました。その後は桜木

町にあるカフェレストラン「ｈ×３（エイチ・バイ・スリー）」で昼食です。みなとみら

いを一望できる店内で、ゆっくりと昼食を楽しみ、帰路に就きました。

実習所に戻り、「楽しんできましたか？」と出迎えられると、満面の笑顔で応える皆さ

んでした。天候にも恵まれて2日間の旅行を満喫することができました。（板谷）

宿泊旅行①

～八景島シーパラダイス・三菱みなとみらい技術館～

宿泊旅行②

～八景島シーパラダイス・テラスモール湘南～

第2回宿泊旅行の1日目は『八景島シーパラダイス』へ行きました。実習所を出発し、バ

ス内は朝の会や元気な音楽で盛り上がりました。到着し、八景島限定のマグロカツバー

ガーやカツカレーなどでお腹を満たした後は“アクア・ミュージアム”でアザラシやペン

ギンなど、水族館内を見学しました。迫力あるイルカのジャンプに「うわ～！」と歓声を

上げていました。さっきまで降っていた雨が私たちの思いが届いたかのような快晴に変わ

り、アクアスタジアムから見る透き通った青空と東京湾の景色に皆さん夢中でした。お土

産コーナーでは好きなお菓子やお気に入りの物を選び購入しました。宿泊先の『あゆみ

荘』では、横浜ブランド豚を使用した施設自慢の「はまぽーく御膳」を夕食に食べた後、

お風呂に入りゆっくりと休みました。

2日目は『テラスモール湘南』です。良いお天気の中、ドライブや散策を楽しみながら

向かいました。モール内はお洒落なショップが沢山並んでおり、見晴らしの良いテラス席

では心地よい風を感じながら休憩しました。昼食はフードコート“潮風キッチン”でそれ

ぞれ好きなお店から料理を選んで購入し、食べました。シラス丼やローストビーフ丼、デ

ザートにクレープなど、皆さん「美味しい～」と顔をほころばせていました。帰りのバス

内では「「楽しかったですね」「お土産喜んでくれるといいですね」と旅行の振り返りや

思い出を大満足な様子でお話ししていました。(石井)



宿泊旅行③

～カップヌードルミュージアム・鈴廣かまぼこの旅～

1日目は横浜のカップヌードルミュージアムに行き、日清ラーメンの展示を見ました。

代々の袋麺・カップ麺デザインが壁一面に並んでいる様子を見て「これ知ってる！食べた

ことあるよ」「これは皆が生まれる前のだね」と会話が弾みました。マイカップヌードル

作りではカップに絵や文字を書いて、スープや具材を選び包装すると、オリジナルカップ

ヌードルの完成です！昼食はアジアの屋台をイメージした『麺ロード』で食べます。ミー

ゴレン（インドネシアの焼きそば）、フォー（ベトナム）、冷麺（韓国）、カップヌード

ルの具材が乗ったソフトクリームなど、様々な食事を楽しみました。

しっかり寝て朝食を食べ、2日目は小田原の『鈴廣かまぼこの里』に向かいます。広い

店内にはかまぼこ、かまぼこ、かまぼこ…。しそ味、チーズ味、エビが入ったオードブル

タイプなど、どれにしようか迷うほど多くの種類がありました。かまぼこ博物館では職人

さんが板に成型する様子や、かまぼこ板アートを見ました。昼食は近くのバイキング『え

れんなごっそ』で食べます。定番の紅白かまぼこ、揚げかま、炊き込みごはん、スイーツ

など種類豊富で、唐揚げを山盛り食べる方もいました。

お天気に恵まれた2日間の旅、皆さん元気に笑顔で過ごしました。（浅井）

上げる皆さんです。バスの車内からは雨模様しか見えませんでしたが、館内見学中に私た

ちの思いが届いたかのような快晴に変わりました。アクアスタジアムから見る透き通った

青空と東京湾の景色に皆さん夢中な様子でした。お土産コーナーではお菓子やお気に入り

の小物を選びました。宿泊先の『あゆみ荘』では、横浜ブランド豚を使用した施設自慢の

「はまぽーく御膳」を夕食に食べた後、お風呂に入りゆっくりと休みました。

2日目は『テラスモール湘南』です。良いお天気の中ドライブを楽しみながら向かいま

した。モール内はお洒落なショップが沢山並んでおり、見晴らしの良いテラス席では心地

よい風を感じながら休憩しました。昼食はフードコート“潮風キッチン”で、それぞれ好

きなお店に行って料理を選びました。シラス丼やローストビーフ丼、デザートにクレープ

など、皆さん「美味しい～」と顔をほころばせていました。帰りのバスでは皆さん満足し

た様子で旅行について振り返り、「楽しかったですね」「お土産喜んでくれるといいです

ね」と賑やかな車内となりました。(石井)



今回のアトリエサークルは、回を重ねるごとに盛況となる「ねちゃねちゃおえ

かき」を行いました。今回は初めて黒い布を板に敷いての制作に挑戦です。黒い

布に白や黄色、黄緑など淡い色味がよく映え、白い布地とはまた違った雰囲気が

表現できます。絵具は水彩絵の具に小麦粉と水のりを混ぜた独特の触感で、ね

ちゃねちゃ、どろどろとしたなんともいえない触り心地に皆さん歓声を上げてい

ました。「筆で叩くように塗ると、跳ねた絵具が良い味になりますね」「絵具を

どんどん重ねると面白いですね」と講師からのアドバイスを頂きながら、時間を

忘れて制作する方が多く見られる充実した午後の一幕でした。（高橋江）

アトリエサークル
エフォートエフォート

はあとてらす

今年度から精神科相談の名称を「はあとてら

す」へと変更することになりました。皆さんが

利用・参加しやすくなるよう、職員からアイ

ディアを募り決定しました。

「テラス」は建築用語でリビングから庭に突

き出した場所を指します。また、「テラス」に

は日本語の明るく「照らす」を掛けています。

それに「心」を表すハートを組み合わせて「は

あとてらす」という名称を考えました。日当た

りの良い場所で話をし、心が明るく照らされる

ようにと思いを込めています。

毎月1回、水曜日に実施しています。鶴田医

師、藤田看護師ともどもお待ちしておりますの

で、ぜひお気軽にご利用下さい。（林）



グループ往来
5月の陽気に誘われて散策に出かけたり、連休明けに

室内でリラックス時間を設けたり、5月病に負けず盛り上

がったりと、グループの個性が出る活動をご紹介します。

宙　～そら～

海･渚　～うみ･なぎさ～

海グループはＰＴとアロマ活動の時間をご紹介します。アロマの香りでリッラクス

効果を高めた部屋で、体の取り組みや足浴などを行ないました。横になって手足のス

トレッチをしたり、椅子に座って背筋を伸ばしたりします。足浴ではお湯に浮かべた

花の甘い香りを楽しみながら、温タオルを使い足先から体の芯までポカポカ温まりま

した。同じ部屋でくつろぐ様子をお互いに感じることで話も弾み、終始和やかな雰囲

気でした。（小川）

ドライブで磯沼牧場へ行きました。

磯沼牧場は八王子にある牧場として、仔牛を含めた90頭の乳牛と13頭の羊を飼育し

ています。今回は牛舎で様々な種類の牛を見学しました。

牛舎へ向かう途中、車内からは広大な牧草地で過ごす羊や牛の様子を眺めることが

できます。牛舎へ到着後は牛と楽しそうにお話しする方や穏やかな笑顔で見つめる

方、牛との触れ合いを楽しむ方などゆっくりとした時間を過ごしました。

今回のドライブはたくさんの動物と触れ合う時間となりました。（手塚）

足浴をしながら
花の香りを楽しみます

足のストレッチを
行います

背筋を伸ばして
数を数えました

ゆっくり眺めます 牛とふれあいました 記念写真です

宙　～そら～



大きなこいのぼりが
　　たなびきます

5月と言えばこいのぼり！ということで、風グループ毎年恒例となった浅川沿いの

こいのぼりを見に出かけました。散策に出た日はお天気も良く、心地よい風が吹い

ていました。青空のもと大小様々なこいのぼりが幾重にもダイナミックになびいて

います。「いい風ですね」「近所の方もピクニックや写生に来ていますね」「保育

園児も遊びに来ていますね」など会話も弾みます。普段と違う景色の川沿いを歩き

ながら、5月の行事を楽しみました。（高橋江）

ドラえもんを熱唱しています

風　～かぜ～

星　～ほし～

こいのぼりをバックに撮影です

お楽しみ会でカラオケをしました。まずは好きな楽器を選び、リクエスト曲をテ

レビで流します。歌が好きな方はマイクを持ち、「ドラえもん」や「涙そうそう」

「熱き心に」などを熱唱しました。皆さん楽器を鳴らし、より賑やかな雰囲気にな

ります。「妖怪ウォッチ」や「はらぺこあおむし」に合わせてダンスをする方もい

ました。テレビに動画サイトYouTubeを繋げることで、年代を問わずどのような曲で

も楽しめるようになりました。今後もiPadなど機器を活用して、皆さんの希望に

沿った音楽で盛り上がりたいと思います。（萬歳）

川沿いを元気に
　散策しました

まず楽器を選びます ダイナミックに踊りました



実習所月予定

利用者数情報

利用者現員数                         　51名（定員40名）

障害者支援区分 区分4-2名 区分5-9名 区分6-40名

実利用者延べ数　　　　　　　　　　　　  1,115名

4月期利用率                   112.3パーセント

リスクマネジメント情報

事故件数累計                         　 0件

軽微事故件数累計                     　 13件

ﾋﾔﾘﾊｯﾄ件数累計                       　 3件

苦情情報

苦情受付累計　　　　　　　　　　　　　　0件

要望受付累計　　　　　　　　　　　　　　0件

6月

6月には順次グループ懇談会を予定しています。グループ

ごとの特色をお伝えできるように、プログラムを考えていると

ころです。保護者の皆様のご参加をお待ちしております。

事業概要報告 報告対象月　平成30年4月分より報告

4月

日 曜 午前 午後

　１ 金 災害伝言ダイヤル

  ６ 水 懇談会（宙）

　７ 木 宿泊旅行⑤（～８日） 宿泊旅行⑤

　９ 土 土曜開所日① 土曜開所日①

１２ 火 内科検診（宙・風）出構医師

１３ 水 懇談会（海）

１４ 木
保護者会　10:30～

宿泊旅行⑥（～１５日）
宿泊旅行⑥

２０ 水 懇談会（風）

２１ 木 宿泊旅行⑦（～２２日） 宿泊旅行⑦

２３ 土 武蔵野会セミナー

２７ 水 懇談会（星） はあとてらす　鶴田医師

３０ 土 土曜開所日② 土曜開所日②

編集後記

五月晴れを楽しんだと思いきや、間もなく梅雨に差し掛かります。梅雨前線の動きが気に

なる時期ですね。実は梅雨入りには明確な基準がありません。データは1951年からあります

が、気象情報として発表を始めたのは1981年からだそうです。理由は、大雨による災害に関

心を持ってもらう為、とのことです。恵みの雨とも言いますが、ときとして猛威を振るうこともあ

ります。本格的な梅雨の前に、災害への備えを確認しておきたいですね。（B）


	ページ 1
	ページ 2
	ページ 3
	ページ 4
	ページ 5
	ページ 6
	ページ 7
	ページ 8

