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サービス管理者のつぶやき

どのような支援を提供するかを記したものが言わずと知れた「個別支援計画

書」。個別というくらいだから同じ計画書は本来存在しない。仮に同じ計画書が

存在するならば、利用者にとって解決すべき課題、生きづらさや生きにくさ、困

りごとの部分が似通っていて、職員による支援が同質だということだ。どなたに

も共通して提供している支援は、本来ベーシックな支援として事業所の年度支援

計画書に書いてある。外出するとか、作業するとか、安全に配慮するとか、そう

いう類のものだ。利用者は1人ひとり実態が違う。なので、困りごとは当然一人一

人違うし、年によっても違うということを私たちは決して忘れてはならないと思

う。（O）

宿泊旅行⑤

～ららぽーと横浜・横浜赤レンガ倉庫の旅～



「こんにちは」の一言

八王子生活実習所　施設長　岡部智彦

また小さな命が目黒区で終わりを告げました。圧倒的な力の差に抗うこ

とも許されないまま、彼女が最後に見た風景は何だったのでしょうか。

「心が痛む」では済まされない気持ちでいっぱいです。こうした事件があ

るたびに、何とかしろという責任転嫁キャンペーンが始まります。「人を

増やす」「予算を付ける」「連係を強化する」とそれらしい対策をいつも

のように表明して、それで終わりです。当事者以外の人は、紙面や画面の

中の出来事として、我が事のようにとらえることはほとんどありません。

自分の世界の出来事ではないと思っているうちは決して解決しない問題だ

と思うのですがいかがでしょうか。

釈迦によって起こされたと言われている仏教は、西暦1052年から末法の

世に入っていて、1万年たつと教えそのものが消滅するのだそうです。「世

も末」というやつです。だからというわけではありませんが、人と人の繋

がりとか、いたわりあうとか、気にかけあうとかいうことがないがしろに

されつつある今こそ、一人一人に何ができるかを真剣に考えなければなら

ないと思います。隣人であるあなたのちょっとした行動で、目の前にいる

辛く苦しい思いをした人に一筋の光を与えることができるのならそれを行

使すべきです。大きなアクションは必要ありません。「こんにちは」の一

言で十分です。

私は3月まで伊豆大島の入所施設に勤務していましたが、大島では小学生

も、中学生も、高校生も、すれ違う見知らぬ大人に「こんにちは」と挨拶

をします。「知らない人に声を掛けてはいけない」「声を掛けられても返

事をしてはいけない」と教えられてきた私には、何とも不思議で温かい空

間でした。背広を着て歩いていると、軽トラックのおばあちゃんに「どこ

まで行くの？乗ってく？」とお誘いいただくこともありました。コミュニ

ティーの大小も理由なのでしょうが、共に生きていくという原点を大島で

は学ばせてもらったように思います。

4月、職場近くの路地で登校する小学生たちに、にこにこしながら「おは

よう」と声をかけているおじいちゃんがいました。子どもたちも「おはよ

う」と声を返し学校へ走っていきます。私も思わず「おはようございま

す」と声をかけていました。それ以来私はいつも同じ道を通るようにして

います。



プラットホーム

「横浜カップヌードルミュージアム」と「八景島シーパラダイス」へ行きました。1日

目のカップヌードルミュージアムは到着後、4階にある昼食場所「麺ロード」へ向かいま

す。店内は東南アジアの屋台の雰囲気で飾られ、メニューも世界各国の代表的な麺料理を

堪能できるお店です。食事の用意が出来るまで、入口にあるタイで使われているタクシー

「トゥクトゥク」に試乗したり、ウッドデッキから海や汽船を眺めたり、ゆったり過ごし

ながら横浜に来ている実感を楽しみます。食事は皆さんお馴染みチキンラーメン、ミーゴ

レン（インドネシアの代表的な焼きそば）、デザートを食べます。ミーゴレンが大好評

で、皆さん良く召し上がっていました。食後は世界で一つのマイカップヌードル作りで

す。カップにペンで絵や色を塗った後、係りの方にスープや具を入れて頂き、空気を入れ

たオリジナルのバッグにして完成です。完成後は、館内の見学やお土産を買うなど、思い

思いに過ごしました。

2日目は八景島シーパラダイスです。水族館ではイワシが群れをなして泳ぐ姿や、マン

タやイルカの雄大に泳ぐ様子、クラゲの幻想的な水槽を見ます。水族館の外にはウッド

デッキから内海やボートを眺められ、リゾート感あふれる空間も点在です。ショップのお

土産も充実しており、お菓子やオリジナルTシャツ、ぬいぐるみなど思い思いのお土産を

手に、思い出の残る旅行となりました。（高橋江)

宿泊旅行④

～カップヌードルミュージアムと八景島シーパラダイ
スの旅～

宿泊旅行⑤

～ららぽーと横浜・横浜赤レンガ倉庫の旅～

「ららぽーと横浜」と「赤レンガ倉庫」へ行きました。明け方まで残っていた雨が上が

り、目的地に到着するまでのバスの車内では、車窓からの風景を眺めたり、昼食やお土産

など旅行ならではの話で盛り上がります。

「ららぽーと横浜」に到着後、ガストン＆ギャスパーというイタリアンステーキハウス

で昼食です。用意して頂いた個室は、壁紙から天井までスヌーズレンルームのような内装

で、食後も絵本や玩具等で寛げる様になっていました。食後はパーク内を見学し、アイス

を食べる方、お目当てのお土産を見つけて買い物を楽しむ方など自由に過ごしました。

　夕方早めに到着した宿では、一つの部屋に皆で集まり夕食までの時間をのんびりと過

ごし、疲れを癒して頂きました。

　翌朝、皆元気に起床され、洋朝食を済ませた後は、お楽しみの横浜赤レンガ倉庫へ出

発です。赤レンガには開店時間と共に入店したこともあり、店内をゆっくり見て回る事が

出来ました。テラスからの海の景色が素晴らしい、ビアネクストというちょっと大人なレ

ストランで食事をしました。青空をバックにして見た赤レンガと港の風景は、今回一番思

い出に残ったことと思います。皆さんの笑顔を乗せて、バスは実習所へ向かいました。

（小川）
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宿泊旅行⑥

～リニア見学センターとハーブ庭園旅日記の旅～

6月14日～15日に「リニア見学センター」と「ハーブ庭園」へ行きました。マイクロバ

スの車内では、本日の目的地の話をします。やがて山間の景色が見えて来ると旅行気分が

盛り上がっていきます。山梨の風景を楽しみながらあっという間に大月市へ到着しまし

た。昼食は「道の駅つる」で食べます。ご当地ブランドの「富士湧水ポーク」を使用した

料理が有名で、皆さんハンバーグやとんかつ、カツカレーなどお好きなものを食べまし

た。またジェラートが有名なお店では、野菜のジェラートや濃厚ソフトクリームを楽しみ

ました。その後は最初の目的地「リニア見学センター」です。過去に試験走行された実物

のリニアが展示されており、それに搭乗したり、ミニリニアに乗って超電導走行を体験し

ます。またミニシアターでは時速500ｋｍの世界を体験することができ、科学の世界や近

未来を味わいました。夜は、かんぽの宿石和で懐石料理に舌鼓を打ち、温泉で体を休めま

した。

二日目は「ハーブ庭園旅日記」です。様々なハーブと一緒にバラやあじさいが上品な香

りで私たちを迎えてくれます。体験工房では手作り石鹸づくりに挑戦。ローズマリーやラ

ベンダーのアロマオイルを混合し、爽やかな香りの石鹸が出来ました。昼食は山梨の代表

的な郷土料理である、ほうとうが有名な食事処「味馬車」です。冷たいほうとう「おざ

ら」や評判の「天ぷら定食」、「鳥もつ煮」など山梨グルメを堪能します。都市の発展、

豊かな自然、独特のグルメなど山梨の魅力をたくさん体験でき、思い出深い旅行となりま

した。（宮道）

夕方早めに到着した宿では、一つの部屋に皆で集まり夕食までの時間をのんびりと過ご

し、疲れを癒します。

二日目は晴天に恵まれ「横浜赤レンガ倉庫」へ出発です。赤レンガには開店時間と共に

入店し、店内をゆっくり見て回ります。テラスからの海の景色が素晴らしい、ビアネクス

トというオシャレなレストランで食事です。青空をバックにして見た赤レンガと港の風景

は、今回一番の思い出です。皆さんの笑顔と楽しい思い出を乗せて、バスは実習所へ向か

いました。（小川）



6月23日(土)に霞が関のイイノホールにて、武蔵野会セミナー

を開催しました。今年度のテーマは「共生社会を実現するため

の福祉教育とは～誰もが支え合う地域社会を目指して～」で

す。前半は日本福祉大学から原田正樹氏を招き、「福祉教育」

を主題に基調講演を行って頂きました。後半は社会福祉法人天

竜厚生会理事長山本たつ子氏をはじめとした四名の方によるシ

ンポジウムでした。

一般の方も多く聴講にお越し下さり、福祉教育に対する関心

の高さを改めて実感しました。誰もが支え合う地域を目指し、

今後も利用者支援とともに啓発運動を継続して参ります。　

（金野）

セミナー
エフォートエフォート

陶芸

今年度も夏休みを利用して、地域の

お子さんと一緒に陶芸教室を行いま

す。夏休みの自由研究に利用したり、

ご家族と一緒に過ごす夏休みの思い出

として是非ご参加ください。

多くの方々の申し込みをお待ちして

おります。

【日時】平成30年7月28日(土)

　　　　10:00～12:00

【場所】八王子生活実習所

【対象】こども（15歳以下）

　　　　ご家族（定員30名）

【作品】ごはん茶碗などを予定

【持物】エプロン、手拭タオル、

　　　　汚れても良い服装

【講師】陶芸作家(江利川智子氏)

【費用】1,500円(材料・焼成費込)

【申込】八王子生活実習所

　　　　担当：津川・小一原・板谷

【締切】定員になり次第

花火

八王子生活実習所では今年度も地

域の皆さんと一緒に八王子観光協会主

催の花火大会を楽しむことができるよ

うに、園庭を開放します。

毎年恒例となった模擬店の出展を

行う予定です。幼児と一緒に来所され

る方や高齢者の方にも安心して花火を

楽しんでいただけるように、館内のト

イレの開放をはじめ、椅子やテーブ

ル、授乳・オムツ交換スペース等も用

意します。

どなたでも入場できますので、た

くさんの方の来所をお待ちしておりま

す。

【日時】平成30年7月28日(土)

　　　　17:00～20:30　　　　　

　　　　　（打ち上げ19:00）

　　　　(雨天中止となります)

【場所】八王子生活実習所

【費用】入場無料

【申込】不要、直接会場へ　　　

　　　　　（駐車場はありません）



グループ往来
今月も外出、園芸、調理、運動会など様々な活動を通

して、皆さん充実した時間を過ごされている様子をご紹介

します。

宙　～そら～

海･渚　～うみ･なぎさ～

他グループと合同で梅の収穫を行いました。実習所で実った梅を皆で収穫しなが

ら、「大きいね！」「たくさんあるね！」などと、今年もたくさん実ってくれた事に

感謝しながら大事に収穫しました。収穫したばかりの梅の香りを感じながら、職員と

一緒に梅のヘタ取りを行いました。皆で話し合い今年は梅干しと梅ジャムを作る予定

です。（溝口）

毎年恒例の麦の収穫を行いました。ハサミを使用し大麦・小麦を分けてバット入れ

る作業です。自分たちで蒔いた種の成長している姿を見て喜びを感じます。皆さん笑

顔で作業に取り組み、毎年この麦を使用して麦茶を作り皆で味を楽しみます。今年の

麦はどんな味をしているのか、また楽しみが増えました。当日は天気も良く爽やかな

収穫日となりました。（長岡）

梅に触れて、香りを感じてま
す

爪楊枝を使ってヘタ取りを
行います

取り立ての梅の香りに思わず笑
顔がこぼれます

たくさん採るよ～ 成長した麦を触ります 麦をハサミで切ります

宙　～そら～



皆さん夢中で玉を入れ
ています

ホールでのミニ運動会の様子を紹介します。まずは紅白玉を使って、玉入れを行

いました。それぞれ30個程度の紅白玉を床にばらまき、みんなで協力してカゴに入

れていきます。一つずつ玉を拾いながら入れる方や、持てるだけの玉を手に持って

から入れる方、「いちっ、にっ」と数えながら慎重に入れる方など、皆さんそれぞ

れのやり方で参加されていました。そのあとは大小のバランスボールを持ち出して

キャッチボールをしたり、上に乗って揺れを楽しむなど、皆さん笑顔で過ごされま

した。（清水数）

パンやクッキーも並んでいます

風　～かぜ～

星　～ほし～

バランスボールに揺られて
とても楽しそうです

5月25日(金)～6月8日(金)に八王子市心身障害者福祉センターで福祉施設作品展

示即売会が開催されました。星グループは一閑張を出品し、散策の時間を利用して

即売会を見学してきました。会場には、パンやクッキーなどの食品や木工、手芸品

などの作品がたくさん並べられています。一閑張を見つけて「皆でがんばって作っ

たね」とお話ししながら見学しました。他施設の作品にも工夫や手間を凝らしたも

のがたくさんあり、皆さん気になる作品を手に取っては即売会の雰囲気を楽しまれ

ていました。（福田）

勢いよくボールを投げて
います

素敵な作品が沢山あります 一閑張も販売中です



実習所月予定

利用者数情報

利用者現員数                         　50名（定員40名）

障害者支援区分 区分4-2名 区分5-8名 区分6-40名

実利用者延べ数　　　　　　　　　　　　1,013名

5月期利用率                   110.1パーセント

リスクマネジメント情報

事故件数累計                         　 3件

軽微事故件数累計                     　 6件

ﾋﾔﾘﾊｯﾄ件数累計                       　 2件

苦情情報

苦情受付累計　　　　　　　　　　　　　　0件

要望受付累計　　　　　　　　　　　　　　0件

7月

今年度の宿泊旅行もいよいよ最終回が近づいてきました。

横浜、山梨方面の様々な場所を訪れ、楽しい体験や素敵な

景色、そして多くの人たちと触れ合う旅となっています。

事業概要報告 報告対象月　平成30年5月分より報告

5月

日 曜 午前 午後

　１ 日 災害伝言ダイヤル

  １０ 火 内科検診（海・星）出構医師

　１２ 木 保護者会　10:30～ 保護者学習会13:00～

　１４ 土 土曜開所日① 土曜開所日①

１８ 水 はあとてらす　鶴田医師

１９ 木 宿泊旅行⑧（～２０日） 宿泊旅行⑧

編集後記

６月に入ってから気温の変化に振り回されました。上旬は真夏日が多く気温が上昇し、こ

まめな水分補給や着替えを繰り返したかと思えば、中旬以降は１０度前後も気温が下がり、

慌てて収納から厚手の衣類や寝具を引っ張り出した方も多かったようです。そんな時季に体

調を維持するコツは、やはり「バランスの取れた食事」「十分な睡眠」「適度な運動」だそうで

す。実習所でも活動と休息のメリハリを付けながら、皆で元気に過ごしたいと思います。（S）
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