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サービス管理者のつぶやき

利用者の課題が見つかると、次は「どのような支援で解決するのか」とい

うステップに移る。課題は生活するうえでの「つまづき感」や「困り感」な

ので一刻も早く解決したいが、これがなかなか難しい。「いつも不機嫌そう

な声をあげている」が、その原因がよくわからない。気温？気圧？湿度？

音？光？匂い？…、およそ考えられる原因は五感だけをとってみても実に

様々。「暑い」と言ってもらえれば解決策はすぐに浮かぶのだが、正しい原

因・理由を言ってもらえるのは稀なケース。なので、私たちはたくさんの仮

説を立てて、一つひとつ地道な検証をしていくことになる。それは、いくつ

もいくつも試して正解にたどり着く地道な宝探しのようだ。(O)

1212月月2222日　～クリスマス会～日　～クリスマス会～



前向きさ　ひたむきさ

八王子生活実習所　施設長　岡部智彦

発明家トーマス・アルバ・エジソン（1847-1931）が発達障害

だったのではという話はよく聞く話です。但し、彼の発言や行

動、取り巻く状況から「どうやらそうらしい…」というだけで

確証はないそうです。小学校では、「なんで、どうして」の連

続で教師を困らせ、ついには中途退学。後に世界の偉人と称さ

れることになるエジソン少年は、生きづらさを感じながらも教

師だった母親の温かい見守りと教育を通じて成長を重ねたそう

です。

「疑問」を追求し始めたら、失敗を恐れずに何度でも挑んで

いく根気強さと集中力は確かに並外れたものだったに違いあり

ません。20,000回にも及ぶ電球作りの試行錯誤がそれを物語っ

ています。10,000回ほど失敗したところで、「もうやめたら」

と諭されたそうですが、「失敗ではなく、上手くいかない方法

を発見した成功である」とチャレンジをやめませんでした。こ

の前向きさ、ひたむきさは現代に生きる私たちにも十分に説得

力ある言葉として心に響きます。

日々利用者支援をする中で、思い通りにならない状況が実は

たくさんあります。それでも私たちは、くじけそうになり、投

げ出したくなる気持ちを抑えながら正解探しをこれからも続け

ていかなければならないと思います。さまざまな知見と情報を

かき集め、利用者皆さんの課題にこれからも挑み続けたいと思

います。

これは余談ですが、新しい時代が動き始める節目には、必ず

発達障害者の存在があるという説を聞いたことがあります。真

偽のほどは分かりませんが、確かに歴史をひもとくと、恐れず

に歴史を切り開く波乱万丈の大河ドラマの主人公のような皆さ

んが沢山思い浮かんできます。私たちの歴史はそうした方たち

の活躍で成り立っているのかもしれないと思うと、なんだかと

ても不思議な気持ちになります。



プラットホーム

12月22日(土)クリスマス会を行いました。全員で飾り

をひとつひとつ付ける度に完成していくツリーが「3.2.1

…」のカウントダウンでキラキラ光り輝くと、「おお

～」歓声が上がります。サンタさんからのサプライズプ

レゼントで歌が流れると、手拍子やダンスで音楽に乗り

会場が一体となって盛り上がります。午後はスライド

ショーで一年間を振り返りました。皆さん宿泊旅行や個

別外出での楽しかった記憶を思い出したかのように、満

面の笑顔で鑑賞です。一人ひとりの笑顔写真が流れると

「はーい！」と手を挙げたり、「○○だ！」とご自分の

名前を言いながらスクリーンを指したり、嬉しそうな様

子です。待ちに待ったおやつの時間では、それぞれ好き

なケーキを選び美味しそうな表情で頬張りました。今年

のプレゼントは利用者さんが作成したマーブリング用紙

を用いたメッセージカードとアロマ香る除菌ジェル、そ

して八王子福祉作業所の可愛いクッキーです。今年一年

素敵な思い出をご家族の皆さんで感じて頂けたら嬉しい

です。（石井）

　お餅つき会
12月28日(金)に実習所で餅つき会を行いました。お餅

は、あらかじめもち米を蒸して少しついておき、つきや

すい状態を用意し、大きくて立派な杵と臼もスタンバイ

ＯＫです。さあ餅つきの始まりです！！職員の威勢の良

い掛け声が合図になりました。興味のある方は近くに駆

け寄り、職員と一緒に杵を手に持ちついてみると、笑顔

がこぼれます。皆で順番にペッタンペッタンとお餅をつ

きます。元気につく方、笑いながらつく方、少し恥ずか

しそうな方、いろいろな表情が見えます。

平成最後の年も色々な出来事があり、それぞれの気持

ちや思い出があったと思います。その想いを乗せて、お

餅をつきました。「よいしょ！」「よいしょ！」「もう

一回！」見事な冬晴れの中、ホールに職員や利用者の元

気な声がこだまします。新年も皆様にとって良い年にな

る事を祈りながらお餅つき会を楽しみました。（宮道）

　クリスマス会



1月5日(土)に「新成人を祝う会」を開催しました。今年

の新成人は風グループの吉森菜央さんと宙グループの森澤

雄さんです。

「新成人の入場です」という言葉に合わせ、ご家族と実

習所のメンバーが見守るなか新成人のお二人の入場です。

皆さんに大きな拍手で迎えられながら、笑顔で堂々と歩く

姿の新成人のお二人。用意された席に座ると施設長から祝

福の言葉が贈られました。

新成人の人柄やエピソードが紹介され、一歩一歩成長し

ながら成人を迎えたことを思い、とても喜ばしく感じられ

ました。同じグループの先輩から記念品を手渡され笑顔で

応えてくれました。その後は新成人から保護者に花束の贈

呈です。感謝の気持ちがこもった花束に、ご家族だけでな

く見守る皆さんの胸が熱くなりました。「おめでとうござ

います」とお祝いの言葉や拍手の音がホールに響き渡る素

敵な時間です。最後にジュースで乾杯を行い、賑やかな締

めくくりとなりました。

吉森菜央さんと森澤雄さんにとってこれからの人生が幸

多き日々であるよう、八王子生活実習所一丸となって応援

したいと思います。（宮崎）

個別外出⑬
　～南極・北極科学館～

11月16日(金)南極･北極科学館へ行きました。科学館へ向

かう途中、おいしいと評判のシェフフジヤでお弁当を購入し

ました。科学館へ到着し施設内の飲食スペースでの昼食の

後、施設内の見学です。

南極から持ち帰った氷に触ったり、迫力のある雪上車を間

近で見ることができした。また、オーロラシアターでは南極

や北極で見られるオーロラの映像を鑑賞することができま

す。北極コーナーではオゾンホールの変化を見学し、綺麗な

オーローラ映像を集中した表情で眺めたり、普段体験できな

い貴重な体験で南極・北極気分を楽しむことができました。

見学を終えた後は、施設の周りを散策しながら気持ちよい秋

風や日差しを浴び、実習所へと帰ってきました。（長岡）

新成人を祝う会

エフォートエフォート



個別外出⑯　～国立温泉湯楽の里～

12月7日(金)に国立湯楽の里へ行ってきました。日野バイ

パスを通り一時間弱で現地に着き、まずはお風呂場へ。楽

しみにしていた様子でいそいそと浴場に向かい、体を洗っ

て一番大きな浴槽に入ります。もちろん露店風呂も気にな

るようで、高台の浴槽や寝転び湯など景色を眺めながら

ゆっくり浸かります。休憩を挟んで館内の食堂へ向かい、

お座敷で昼食のメニューを一通り見てから、せっかくなの

で季節限定セットを選びました。メインは鮭いくら丼で、

小盛のお蕎麦や天ぷらなど目でも楽しめる料理を堪能しま

した。身も心も爽やかになり、また行きたいと思いつつ帰

路につきました。（小一原）

11月22日(木)立川立飛のららぽーとへ行ってきました。

行きの車内では、昼食やスイーツなど何を食べるかで話が

弾みます。到着後、まずは、フードコートで昼食を食べま

した。お肉、海鮮丼、パスタ、オムライスなど美味しそう

なお店がたくさんあり、メニューをひとつひとつ確認しな

がら決めました。昼食の後は、ウィンドーショッピングを

しながら買い物です。季節柄、クリスマスの商品や飾りが

所々にあり、キラキラ輝く飾りを眺めながらウキウキした

気分になりました。買い物を楽しんだ後は、楽しみにして

いたデザートを食べながら休憩です。「今日は楽しかった

ね！」と大満足の一日でした。（吉村)

個別外出⑰　～デザートフェステバル～

12月7日(金)八王子東急スクエアにあるデザートフェス

ティバルへ行きました。ウキウキした気持ちで到着した店内

からは、甘～い香りがいっぱいして思わず笑顔がこぼれま

す。バイキング形式の店内では、何を食べるか悩みながらポ

テトやピザ・グラタンやカレーと食べたいものを選びまし

た。一通り食べたあとはお楽しみのデザートです。アイスや

ケーキ・プリンにチョコと色々な種類のものを食べました。

昼食後は東急スクエアの中でお買い物です。店内は空いてお

り休憩を挟みながらゆったりと回ることが出来ました。笑顔

多く過ごした一日となりました。（溝口）

個別外出⑭
　～ららぽーと立川立飛～



グループ往来
年末に行ったアトリエ活動や移動水族館の様

子、年明けの凧揚げや初詣の様子など、各グルー

プの活動をご紹介します。

宙　～そら～

海･渚　～うみ･なぎさ～

昨年12月に地域交流の一環として、葛西臨海水族園より移動水族館車が来所しまし

た。トラックの荷台の大きな水槽には「ナンヨウハギ」や「カクレクマノミ」「ハシ

ナガチョウチョウウオ」などの魚たちが目の前で泳いでいます。ふれあいコーナーで

は「イトマキヒトデ」「ムラサキウニ」「マナマコ」などの海洋生物に直接触れるこ

とが出来ました。実習所の利用者の皆さんはもちろん、近隣からも多くの方が訪れ、

良く晴れた空の下で実習所は大賑わいとなりました。（宇都宮）

12月8日(土)にアトリエ活動を行いました。今回は皆さんの手や足に絵の具を塗り、

床に敷いた大きな布の上を歩いたり手形を付けたりと模様を描きました。目的は活動

を通して表現することの楽しさや、自由な創作を感じてもらうことです。また手足を

つく事で四肢の感覚を養うと共に、素材の感触を楽しむことでした。

赤や青、黄色など準備された絵の具から好きな色を選ぶと、笑いながら触れる皆さ

ん、布の上を真っすぐ歩いたり走ったりする方や、手で色を伸ばして模様を描いたり

とそれぞれの楽しみ方がありました。皆でカラフルで素敵な作品が出来上がりまし

た。完成した布は旗として居室に貼り鑑賞する予定です。（手塚）

目の前をネコザメが泳いでいきます

布の上を歩きました 感触を味わいながら描きます 完成しました

宙　～そら～

ムラサキウニに触れました
近隣からもたくさんの方が

来場してくださいました



力強い線をたくさん描きます

お正月の遊びのひとつ、凧揚げを凧づくりから行いました。不織布と竹ひごで

作った小型の凧に、油性ペンを使って自由に線や図柄を描いていきます。何色も重

ねたり、点で描いたりと思い思いに描いていきます。その後、除光液をペンで描い

た上にゆっくり垂らすと、インクがじんわりとにじみ独特の模様が浮かび上がって

きます。後日天気の良い日に公園で散策の際、凧揚げを行いました。散策しながら

それぞれ自慢のマイ凧をなびかせて、お正月遊びを楽しみました。（高橋江）

風船羽根突きです

風　～かぜ～

星　～ほし～

散策で凧揚げをしました

新しい年が始まり、お隣の富士森公園にある浅間神社へ初詣に出かけました。

「今年はどんな一年になるかな？」「いっぱい遊びたい！」とお話しながら、順

番にお参りをしました。所内では風船羽根突き大会や福笑いなどをして大いに盛

り上がりました。

初詣やお正月遊びをしてお正月気分を満喫しながら、ゆったりと年明けを楽し

んでいた星グループの皆さん。今年も元気な笑顔がたくさん見られる一年にして

いきたいと思います。（板谷）

歌を唄いながら点で描きます

浅間神社で初詣 どんな顔ができたかな



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5-7名 区分6-42名
実利用者延べ数　　　　　　　　　　　　  1,122名
11月期利用率                   110.6パーセント
リスクマネジメント情報
事故件数累計                         　 1件
軽微事故件数累計                    　  4件
ﾋﾔﾘﾊｯﾄ件数累計                       　 1件
苦情情報
苦情受付累計　　　　　　　　　　　　　　0件
要望受付累計　　　　　　　　　　　　　　0件

2月

2月は音楽会を予定しています。皆さん音楽会に向けて、

音楽活動の時間に練習に取り組んでいるところです。発表を

楽しみにしています。

事業概要報告 報告対象月　平成30年11月・12月分より報告

11月

日 曜 午前 午後

　１ 金 災害伝言ダイヤル

　２ 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

１４ 木 保護者会　10:30～ 　　

２３ 土 土曜開所日② 土曜開所日②

２６ 火 音楽会 音楽会

２７ 水 はあとてらす

編集後記

昨年11月に実習所で消防署の救命講習を行いました。後

日、八王子消防署員の方が来所され「救命講習受講優良

証」を受け取りました。この優良証は要件を満たす事業所に

対し、消防署長から交付されるものです。”いざ”という時に講

習で学んだことを実践できるよう、常に心構えをしておきたい

と思います。（I）

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4-1名 区分5-8名 区分6-42名
実利用者延べ数　　　　　　　　　　　　  1,071名
12月期利用率                   110.5パーセント
リスクマネジメント情報
事故件数累計                         　 1件
軽微事故件数累計                    　  7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

12月
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