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 第３５回きょうされん全国大会に向けて出発しまし

た。朝5:30集合でしたが、元気いっぱい！ 

福岡空港から飛行機に乗って、小松空港まで…。少し

台風の状況が心配でしたが、天気にも恵まれました。 

 福井には、早く着いたので福井で一番おいしいとい

う評判のヨーロッパ軒へ… ソースかつ丼をみんなで

食べました。熊本でかつ丼といえば、卵が入っていま

すが、こちらはソースです。地域の名産を食べれるこ

とも楽しみの一つですね。 

 初日は、利用者部会に参加され、恐竜の貯金箱をつ

くって大喜びでした。また、この「きょうりゅうと遊

ぼう」は障害当事者の司会ではじまり、きょうりゅう

の劇をしてくれました。会場にきょうりゅうのマス

コット、チャマゴンとチャマリンが登場。 

 続いて妖精やおおかみ、うさぎが現れダンスやかわ

いい踊りに手拍子を打ったり、一緒に踊ったりして楽

しかったようです。 

翌日は仲間たちと観光！ 

 水族館や博物館の恐竜を楽しむことができたようで

す。ボランティアの皆様ありがとうございました。 

 

 基調報告では、「障害を持たない市民との平等性」 

去年の東日本大震災に

て一般の死亡率に対す

る障害をもった人の死

亡の割合が２倍以上あ

るという現実。 

 大阪地裁の判決で、

被告人であるアスペル

ガー症候群の青年の求

刑がアスペルガーとい

う障害に対応できる受

け皿がないという理由

で１４年になった現

実。福祉行政の脆弱さがあります。 

 障害者差別禁止法が今後制定に向けた動きがありま

すが、注視していかねばなりませんね。 

記念講演で、池辺さんは「とんぼの眼のように」とい

うお話の中で、一方向だけでとらえるのではなく、い

ろんな角度から見る感性の大切さについて、３０年目

に愛媛県の山奥にある知的障害がある子供たちの詩集

を例に出して頂きました。 

「世の中には不公平というものがある。障害というの

は最大の不公平だ。でも不公平を乗り越えたところに

着地点はある」というお話の中で感じたことは、障害

が不公平と感じない社会をつくる事が大事なのかもし

れないと感じました。そこに私たちが目指すものもあ

るのかもしれません。 
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災害時の支援について学ぶ（９／2３） 

 本日は福島県南相馬市で作業所を運営している青田

さんをお招きして、被災地の現状と災害時の支援の在り

方について学ぶ機会となりました。青田さんのお話は、

災害時の想定出来ない中での対応は、最終的に自己判断

に委ねられる事を感じました。ぎりぎりの状態で、何が

できるだろう。避難する決断と残る決断。その中での現

場の苦悩と行政の苦悩。 しかしその中でも目の前に起

こる現実を受け止めて行かねばならない取り残される

のは、障がい者・高齢者そしてその家族…。早めの判断

で避難する決断の大切さ。そして、復興に向けた支援の

中で、取り残された方を如何に、地域・行政とつながり

ながら、支援していくのか？想定外の中で我々にできる

ことは限られているかもしれないでも、何かができるは

ず … 。 

 同じ思いの仲間と一緒に行動する大切さを学ぶこと

ができました。青田さんの事業所には、9月10日～14日

まで就労支援センターくまもとの三井くんが支援に

行ってきました。いろんな勉強もできたようです。あり

がとうございました。 
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商品開発 

 朝晩は過ごしやすくなってきたなぁなんて思いは

じめていた今宵･･･もう肌寒いくらいですが就労支援

センターくまもとでは、商品開発の試食会第二弾を実

施しました。バジルペーストです 

 前回の試食会がもう・・・あと

のまつりの前ですので１ヶ月半

ほど経過してしまいましたが今

日の試作品はまずまずの味に

なっていました苦評もだいぶ減

りました(笑)商品化実現に向けて一歩近付いた気がし

ます。 

 更に、商品開発のためのお勉強と称して(笑) 料理

の鉄人に会いに行きました～お邪魔させていただい

たのは、中央区水前寺公園にある 料理方秘 神の水 さ

ん神の水 HP→http://kaminomizu.com/店主の松

村さんは、料亭おく村や、大阪、福岡、NY、世界一周

の旅客船で和食部門料理長などの経験を経て、更には

「熊本郷土料理 青柳」で熊本城の本丸御膳の仕事を手

がけた超一流の料理人さんです。なのにとっても気さ

くで優しい方 色々と学ばせていただきました。松村

さんに監修して頂き商品化できそうです。ありがとう

ございました。  

 

農芸体験 ～農芸班～ 

 今日は、新入社

員のＦさんと、就

労支援センター

くまもとへ就職

希望の方のお二

人が農作業の体

験に行きました。Ｆさんは以前の職場も農作業を経験

されていて、おいしいきゅうりやトマトを作っておら

れましたが本人はトマトが食べられない（好きではな

い）そうですが(笑) 日中はまだまだ暑いですが、半日

第一農場にて頑張られていました 。 

農芸班の若手、Ｋさんが教育係としてお二人に作業の

説明などされていましたが、私たちが思うより上手に

教えることができておられて、その光景を見ることが

でき、とても嬉しかったです Que sera sera-farm

第一農場では、今後進展を見せる（であろう）ハーブ

加工商品の原料、バジルもぐんぐん成長中です。 

 

ボーリング大会参加 

 ～グループホームより～ 

 熊本ワイズメンズクラブ様からご招待を受け、ＹＭ

ＣＡ会員スポーツ大会に参加しました。会場は、交通

センターの中にあるマスターボール 皆さん最後ま

で頑張り、なんと26位…商品として入浴剤をＧＥＴ

しました！参加した４人が力を合わせた結果です。 

おめでとうございますお楽しみ抽選会では外れてし

まいましたが、賞品を頂いてみんな元気になりまし

た。ありがとうございます。成績はというとストライ

クも出ましたし、スペアもしっかりＧＥＴ。時々ガー

ターもありましたが、頑張りました。入場行進では先

頭のＩさんが堂々と入場。「貢町からやってきました。

今日はがんばるぞー」のアナウンスが流れるとみんな

で、会場に向かって大きく手を振りアピール大会終了

後、熊本ワイズメンズクラブのみなさんと記念撮影 

ありがとうございました！  

 

実習お疲れ様でした 

１０月１日から５日間、実習生が来ていました ５日

間よく頑張られていたと思いますお疲れさまでした 
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ちょうど１年（とちょっと）前に入職されたメンバー

Ｋさまが来週から休職されます。ちょっぴり寂しいで

すが、復職をお待ちしています。 

 １０月１１日から７日間、熊本大学附属特別支援学校

さまより実習生が来られていました 

菓子箱折りにシール貼り、大好きなじゃがいもの袋詰

め･･･。たくさん頑張りましたね。 

おつかれさまでした。まだ２年生です 

卒業まで色んなことをたくさん学んで、頑張っていた

だきたいです 。 

 

施設見学ありがとうございます 

熊本支援学校から高等部１年生のみなさんが就労支援

センターくまもとに見学

に来られました。 

１年生かわいいです

ね…。いろんなお仕事に

ついての質問がありサー

ビス管理責任者の瀬戸口

さんも嬉しそう！ 

「なんでこの仕事を始め

たのですか」 

の質問にたじたじでしたが…。 

お仕事の楽しさや、その中にある辛さを理解しなが

ら、将来の夢や思いを見つけるきっかけになればと思

います。今後、いろんなところを見て、体験しその中

から多くのことを学んでほしいと願っています。 

本日はありがとうございました。 

 

平成24年度ふれあいホーム整備事業受託 

 平成２４年度ふれあいホーム整備事業が決定しまし

た。 

地域ふれあいホーム目的 

○高齢者、障がい者、子どもなど、地域の誰もが気軽

に集い、支えあう地域の拠点“地域の縁がわづくり”

と併せて、誰もが利用できるデイサービスや一時預か

り、夜間宿泊などのサービスを行う、地域密着した共

生型の小規模多機能ホーム「地域ふれあいホーム」の

整備推進を図っている。（平成２１年度～） 

○これは、利用者（当事者）中心の視点から、制度に

はまらない、型にはまらないフレキシブルなサービス

が行えることを目指している。 

というものです。 

グループホーム親和荘の隣の下宿を提供して頂き、ふ

れあいホームを整備します。緊急時の宿泊支援及び退

院後の生活安定までの期間の宿泊施設として今後地域

の方に寄与する事ができればと思います。また、縁が

わ事業として地域の方の居場所づくりとしても活用で

きれば良いですね。 

 

Que-sera sera Band始動！！  

 毎度お馴染みになっ

てまいりましたQue-

sera sera farm。あ、

お馴染みでない 

我らが就労支援セン

ターくまもとの農業活

動体の名前ですが…遂

にバンド結成いたしました～ 

本日、初練習でしたのでその様子をパシャリ 

担当している職員（キーボード）がうちな～出身とい

う事もあり、リクエストもあり、現在琉球ライブの練

習中です。 

も～ライブではおじぃもおばぁもにいにいもねえねえ

も～いちゃりばちょーでぇ～ 

カチャーシーで盛り上がるさぁ 

初ライブ情報は近日公開 

ついついウチナーグチな職員H嬢でした(笑) 

 

 

http://blog.canpan.info/zirituouendan/img/13473865325080.jpg
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ペットボトルキャップ寄贈 

 ありがとうございます！ 

 清水小学校環境部のみなさんがペットボトルキャップ

をなんと、１０袋集めていただきました。地域のみなさ

んのご協力もあったようです。CO2削減にも繋がるこの

活動は、次世代の子供たちの環境活動としてのボラン

ティア活動。ありがとうございます。 

 頂いたペットボトルキャップは換金し、タイの山岳民

族の若竹寮の里親支援活動として活用されます。年間

56,000円の学費が必要です。1キロ25円～30円なの

で、20,000キロあれば、一人の子供の学費と食費を賄

うことができます。 

 多くの賛同者があつまることで、地域の環境と海外の

恵まれない子供たちへの支援に繋がります。 よろしくお

願いします。 

 9月25日にはシルバーバックス様よりペットボトル

キャップを本日持って来て頂きました。＼(^o^)／ 

仲間と一緒に計ってみました。なんと88キロありまし

た。 

 

合同研修会 

 特定非営利活動法人自立応援団とIOBスポーツ推進事業

団の合同研修会が行われました。10月1日から施行され

た障害者虐待防止法について、施設・事業所の虐待防止

と対応について、IOB訪問介護事業所のサービス提供責任

者の大坂氏より説明。身体的な虐待、性的虐待、心理的

虐待、放棄・放置、経済的虐待についていろんな意見も

でました。その中で、法人内における虐待防止の為の研

修や管理体制が今まで以上に大切になってきます。ま

た、その対応について迅速な対応がとれより開かれた施

設を目指していかねばなりません。 9月11日から福島の

作業所へ支援に行った三井さんの報告では、震災の時に

何が起こったのか。 

 震災後に仲間たちはどのような環境の中で生活しなけ

ればならなかったのか復興に向けた課題私たちにできる

ことは小さな事かもしれません。ハチドリのひとしづく

かもしれない。 だからあきらめるのではなく、無関心

になるのではなく、いま、できることを考えていきま

しょう。 

 今回の支援を通じて三井さんも大変勉強ができたよう

です。 

 社会保障についての報告をして頂いたのは、原田さ

ん。9月に研修に2泊3日で参加しました。貧困の問題は

障がい者当事者だけではなく、社会全体の問題としての

報告でした。その中で障害当事者の９０％以上の方が年

収200万円以下のワーキングプアの現状。障害が本人の

責任なのか、また家族の責任なのかこの現実を私たちは

しっかりと向き合わなければならないでしょう。もちろ

ん、作業所の中で工賃アップをしていくことが現在の法

律の中で精一杯の私たちができること。しかし、それに

も限界がある。制度自体の改革を多くの人に知って頂

き、社会全体の課題として変えていかねばならないで

しょう。 

 最後に理事長が自立応援団とIOBスポーツ推進事業団の

理念とは何か？作業所の職員として、介護職員として何

が必要で、何が求められているのか！今の課題と今後に

ついてお話がありました。はじめての合同研修会です

が、多くの学びがあったと共に、職員同士の共通認識が

できたと感じています。  

 

みちのくひとり旅 ～就労支援センターくまも

と三井くん東北作業所支援日記～ 

 就労支援センターくまも

との職業指導員三井くんが

福島の作業所支援に行って

きました。多くの学びが

あったようです。一回り大

きくなった三井くん かっ
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こいい･･･。彼のみちのくひとり旅日記… 

 

9/10（月）福島支援初日です。私はえんどう豆とい

う施設を担当することになりました。えんどう豆さん

は、利用者定員14名の地活施設です。しかし原発事

故の影響で、避難や体調をくずしてしまわれる方も多

く、平均７～８名通われているとのことです。日中活

動としては、さおり織りと缶バッジ作業を中心に取り

組まれており、特に缶バッジは全国から注文が来てい

るとのことで、慌ただしく作業されていました。本日

は初日で、仲間や作業の様子の観察を中心に取り組み

ました。 

9/11（火） 福島支援２日目。朝から施設駐車場の

除草作業を行う。なかまが出勤したあとは、一緒に作

業を行う。今日はさおり織りの準備を一人の仲間と協

力しながら取り組めた。緊張からか表情が固かったの

で、落ち着けるように少し会話をしながら取り組んで

いる。えんどう豆さんがゆっくりなペースを大事にす

る特長あるようなのだが、来客や職員体制から慌ただ

しい雰囲気になりやすく、落ち着けるよう支援してい

く必要があると思いました。 

被災地支援として、仮説住宅を見学しました。本日で

一年半ですが、いまだにすまれている方も多いようで

す。また場所により放射能量に違いがあるので、復興

進行状況に格差が出ています。 

9/12（水） 福島支援三日目です。１日の流れも大

分把握できるようになり、少し慣れてきました。今日

はさおり織りの準備を仲間と取り組んだり、昼休みに

散歩に出掛けました。仲間の方は、ボランティアス

タッフが入ることを喜んでくれるようで、笑顔で話し

かけてくれます。なにもわかっていない状況で、役に

立っているのか不安も感じるのですが、笑顔をもら

い、逆に支援者側が元気をもらえています。夕方は海

岸線の視察に出掛けています。宿泊場所からちょっと

海岸の沿いに向かうと、全くなにもない荒れ果てた土

地が広がっていました。まだ瓦礫も所々に残ってお

り、見た瞬間鳥肌がたつくらいの衝撃を受けました。

もとの姿に戻るには、まだ多くの時間がかかることを

まざまざと感じました。 

9/13（木）福島支援４日目です。今日は南相馬の作

業所合同でおこなわれる資源回収に参加しました。え

んどう豆担当の時間は12:00～13:00までの一時間

でした。取り組みとしては、ひとつのスーパーの場所

を借り、そこに地域住民が資源を持ってきてもらう。

持ってきてくれた人にはそのスーパーで使えるポイン

ト券を渡すとの仕組みでした。またその場所にリサイ

クル業者が引き取りにこられ、市からは補助金が出る

とのことです。これにより、仲間や地域の方も交流を

深める機会がふえるなど、関連するすべての部分にメ

リットがある仕組みに興味を引かれました 

9/14（金）福島支援最終日 本日は、被災地視察と

して職員の方に海岸線や最近規整が解除された地域を

案内してもらいました。海岸線は今だ多くの瓦礫がそ

のまま残っており、片付けが進んでいないことを感じ

ました。福島は特に放射能の問題があり、瓦礫をどこ

に保存するのか、線量が高い地域の土地をどのように

していくかなど、他地域よりも難しい問題があること

を知りました。熊本で感じていたイメージとの違いを

知ることができました。 その状況で支援を継続して

いくためには、他人事とは感じず継続して協力するこ

とが必要だと思います。けれどなかまたちの笑顔は素

敵でした  

 

きょうされん 

 居住支援についての学習・意見講習会 

日時：平成24年9月7日（金）10：00～17：00 

場所：京都キャンパスプラザ 

「地域の暮らしの中で気持ちを向けて、つながって私

もあなたも育ちあう」びわこ学園障害者支援センター

田村和宏さんのお話… 

「本人さんはどう思てはんのやろ」 ゆさぶり～引き

出し～確かめ合う ことの重要性 

その中で、水平運動（双方向性 可逆性）が必要、つ

まり福祉とはつながりの水平化（平等性）についてと

ても面白い内容のお話を聞くことができました。 

 私たちはまず、「快適な睡眠」「快適な食事」「快

適な用便への援助」の保障のあり方、つまり「健康に

生きること」を行っているが、「快適に暮らすことな

どへのかかわりのあり方」の検討が大事であり、活動

する人の「心の健康」と「社会的な人間関係の改善」

に必要なかかわりのあり方の中身について考えさせら

れました。 

その人の対人的交流の有無だけではなく 

「一緒に～する仲間はいるか？」「頼りがいのある人

はいるか？」「周囲の人からあてにされている頼りに

されている」といった実感が必要であると感じたとこ

ろです。 

「実践は命を育むという仕事だ」 

「主観的で何が悪い」 

「実践も加齢していく」 

 私たちは実践を積み重ねながら、支援していくとい

うものは何か？常に考え、行動をしていかねばならな

い。失敗することもあるかもしれない。しかし、失敗

から学ぶことも… 
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強みを力に変えていくのもあるかもしれない「自己肯

定感（達成感）」しかし、全ての人ができるのか？こ

れが現実にある中で、やれないことを受け止めてあげ

るという大切さも必要ではないか（見放さない）。不

安感を世話人さんに話すことができる→安心感（でも

貴方を愛している） 

ある意味「駄目な自分」を隠させる支援をしていない

か。反省する部分も多々ありました。 

発達とは「かけがえない私」の「心のストーリー」を

築くことなのかもしれません。 

その中で、関係性が閉じられている地域がある、「違

うことを排除する」「変化することへの不安」「被害

がなければ 孤立と無関心」 

では、地域とともに変わるには、私たちはどうすれば

良いのかというヒントを頂いたように感じています。 

Ａ）空間 たまり場や居場所づくり 

Ｂ）見守る人・存在 

Ｃ）振り返り、交流し確かめあう場 

Ｄ）住民意識 住民主体として 

Ｅ）命の絶対性平等性 ～等価値性  

最後に、ホームの実践とは「ふるさとづくり」つま

り、魂の休みの場所だ 

故郷はまさに生まれた場所、「ふるさと」は心の安ら

ぎやありのままの自分でいられる場所をつくることが

求められているのかもしれません。 

午後は、グループホームとケアホームが統合される中

での問題点と、総合支援法に関する問題点の整理。各

自治体におけるグループホーム支援補助金の格差が討

議されました。 

私の考えとしては、障害の重さなどで社会は判断する

が、現場はその人の暮らしにくさで葛藤している。そ

のギャップが、グループホーム運営の難しさにあるの

かもしれません。十分な報酬単価でないために、職員

に対する負担増に繋がっている課題も出されました。

しかし、その中で私たちは何をしなければならないで

しょう。 

やっぱり一人一人に目を向けて、諦めないで踏ん張る 

しかない。だって生活はやっぱりホームが中心である

しかないのだから…。今の問題を共有し、社会に発信

することも大事な要素なのかもしれません。共に力を

あわせて社会に発信していきましょう。そこに未来が

あるのかもしれません。  

 

 

第７回つばさ会まつり 

 今日は『第７回 つばさ会まつり』でした。つばさ会運

営委員のみなさんも様々な役割を持ちながら、事業所の

販売（ポップコーンや缶バッジ）もと、お忙しい一日で

した。 

 今回のまつりのパンフレット（チラシにも掲載）の原

画とまつりテーマ、共に就労支援センターくまもとのメ

ンバーの作品が選ばれ、開会式では表彰式がありました。

ダブル受賞に鼻高々な職員H嬢でした(笑) 

 その他にも、まつりを盛り上げるため、ステージにもたくさんのメンバーが出演しました。以前、ブログでも

ご紹介しましたQue sera sera Band名前を変え、Green Bandとして出演！立派な指揮もあり、ゆる～っと素

敵な初ライブになりましたよ。 

ポップコーンと火災事故に対する支援金付缶バッジは、おかげさまで上々の売れ行きでした。 

ご来場いただきましたご家族のみなさま、支援学校や関係機関の先生方、すべてのみなさま、本当にありがとう

ございました 。 

 

編集後記 

自立応援団とIOBスポーツ推進事業団の合同研修会の後は、合同職員

親睦会を開催しました 

食事会のあとは運動不足な体を動かすため、ボウリングへ 

２チームに分かれて競っていたハズなのですが・・・ 

いつの間にか個人戦に(笑) 

そして罰ゲームのなすりつけ合いに(笑) 


