社会福祉法人
大阪重症心身障害児者を支える会

私たちは、
「障害」という言葉を生きていく上での困難さと捉え、その困難な状況下で精一杯生きる利用者の
【法人理念】

たちの事業に対する姿勢です。

年前、重い障害の人達の利用施設は
大変少なく、学校後家庭に戻されると
いう不都合な状況がありました。現在
もその時代と余り変わっていないよ
うにも思いますが、いつの時代でも当
事者が声を発し行動をしなければ思
いを届けられない状況は何ら変わっ
ていないように思います。当法人もそ
のような現況を熟知し利用者様、親御
さんのご希望に沿うべく日々真摯に
取り組んでいますが、まだまだ不十分
と承知しています。
精一杯頑張ります。
どうか本年もよろしくご支援ご鞭撻
のほどお願い申し上げます。
２０１７年 酉(年 )
明けましておめでとうございます。
社会福祉法人 大阪重症心身障害
児者を支 える会 も、 発足以来 年目
を迎えました。
利用者様 名余 り、 職員 名余りと
発足時からは想像しえなかったほど
の規模となりました。これ偏に利用者
様のご支援ご指示と職員一同の前向
きな姿勢が評価されたことと心新た
にする次第です。
先般、私は四天王寺さんめい苑の
周年と フェニ ック スの 周年の各
記念行事に参加させて頂きました。各
施設は重症心身障害児者の通所と入
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所の施設ですが、ともに親の思いの切
実な願いから造られた施設です。
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有する権利と人格に対して、最大の敬意を払うとともに、私たちが行う支援が効果を上げるべく、自己研鑽を行い、私たちの

職務が利用者の福祉に貢献することを喜びとして、目前にある使命を、諦めることなく熱意をもって果たしていくことが私

新年の挨拶

５周年ナイトレク

おもちつき

夜景につつまれて雰囲気も楽しみました

たくさんの人で賑わいました

そのために、より皆さんの事をよく知る事、病気の
知識（予防等）について、一層学びたいと思います。
作業については、わーく班は雑巾の売れ行きが好
調、びびっと班はカレンダー等のデザインの仕事の
充実、きらっと班は季節に合わせたキャンドル作り
の充実と頑張っています。
また、これからは１階のスペースを使って、雑貨
の店だけではなく、地域の方、研修で来られた方 、
家族の方々等との交流の場、仕事の場として「喫茶」
をオープンする予定です。
また遊びに来てください。
外出についてですが、この１年は日帰り外出をし
て「いよやかの郷でバーベキュー」
「鶴見緑地プール」
「エキスポシティ」
「ＵＳＪ」等に出かけ、皆さんと
楽しい時間を過ごすことが出来ました。
今年度においては、要望をたくさん頂いておりま
す「１泊旅行」を行えたらと検討しております。
今年も１年健康に気をつけ、仕事や楽しみごと等
盛り上がっていきたいと思います。
笑顔のあふれる「ゆら」になりますように。
本年もよろしくお願い致します。
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ゆら（愉笑）管理者
赤松 哲也
明けましておめでとうございます。
名となりました。

山坂の小さな場所で少人数で始まった「ゆら」も
６年目を迎え、現在では登録者数

け、重症化しないようにしたいと思っています。

頃から体調の変化に早く気づき、早く治療に結びつ

ながら、安全で快適な食事の提供を目指すと共に日

嚥性）肺炎はとても深刻な病気です。医療と連携し

院された方も多く、とても心配した１年でした。
（誤

まずはコンディションについてですが、昨年は入

かになりそうです。

今春には３名の支援学校卒業生を迎え、さらに賑や

43

みどり教室 管理者
加森 とし恵
謹んで新年のご挨拶を申し上げます。旧年中は、み
どり教室の活動に対しご支援・ご協力を賜り心より
御礼申し上げます。皆様の多大なるご支援のおかげ
で大きな事故も無く、無事に新年を迎えることがで

また、地域包括支援センターと複数の施設が連携

今年は、
『挑戦』から『形成』へ。変化を受け入れ、

役割を果たしていくことが、大変重要となります 。

販売活動も行いました。利用者さんの笑顔が、それ

より良きものを形づくる実行・行動の年にしていき

し、阿倍野区の買い物難民と呼ばれる地域の方への
ぞれの地域や事業所、そして人をつなげる大きな大

たいと思います。

そのためにも、職員一同、使命感と責任感をもっ

きな力となっています。
また、作業活動では、新たな製品づくり（菓子製

て誠心誠意取り組んでまいりますので、尚一層のご

出来事があまりに多かったように思います。熊本地

しかし、昨年一年を振り返ってみますと、悲しい

意義な時間を過ごさせて頂きました。咲笑の利用者

な変更と対応の必要性をあらためて感じ、非常に有

つ実習生を受け入れることで、観察の重要性と柔軟

また、作業におきましては、新しい内職をとりい

してみどり教室の『想いをうけとめながらともに歩

年のご挨拶とさせていただきます。

益々のご活躍、ご多幸をお祈り申し上げまして、新

指導ご鞭撻をお願いいたしますとともに、皆様方の

月には改装工事を行うなど、菓子

造）を目指し、

製造に向けての環境整備に努めました。
咲笑におきましては、はじめて特別支援学校の体

震や新潟の火災、そして相模原の事件。犠牲になら

さんと同じ示し方では、うまくいかず何度も何度も

きました。

れた 方々のご冥 福をお祈りす るとともに 傷つけら

つくりなおしたワークシステムやスケジュールが 、

験・実習の受け入れを行いました。様々な特性をも

れた方々の一日も早いご回復を心より願います。

戦』の年となりました。みどり教室では、地域の中

れました。現在、咲笑を中心に取り組んでいます 。

これからの咲笑の力となっていくことでしょう。

の施設を意識した活動を、多く取り入れました。こ

ワークシステムを個別で作成し、一人一人に合った

さて、昨年度は、みどり教室・咲笑にとって『挑

れまで、地域の高齢者の皆さんとの交流は、何度か

年度の『挑戦』を挑戦で終わら

形で提供しています。
このような平成

行ってまいりましたが、昨年度は児童の皆さんとの
交流に、初めて挑戦しました。子ども達の夏休みを
利用し、合同でキャンドル作りを行ったのです。初
交流を深めることができました。

む』ということを胸に、職員一人一人がそれぞれの
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１１

めての経験に戸惑いながらも、お互いを刺激しあい、 せてはなりません。そのためには、法人の理念、そ

28

クローバー管理者
木村 富美代

ざたされています。今まで疑問に思うことなくなさ
れて いたことが あらためて考 えないとい けないこ
とになり、何がどうなっていくのか、人としてのコ
ミュニケーションはどうなっていくのか、とても困
惑しています。
ッフもお互いに支え合い、補い合って毎日を過ごし

私たちクローバーは、利用者の方も、関わるスタ
謹んで新春のご祝詞を申し上げます。

重症児者を支える会

居宅介護事業所

管理者 細井 由美子

旧年中はご利用者様はもとより、ご家族さまにはた

新年明けましておめでとうございます。

生活を、時間を、かなりの割合で他者に左右され

くさ んのご協力 と温かな励ま しの中で支 援させて

ています。

理解と、ご支援に感謝すると共に、新たな年が平穏

てしまいがちな利用者の皆さんに、いかに自分らし

新年を迎え、あらためて日ごろよりの皆様の深いご
な日 々となりま すことを心よ りお祈り申 し上げま

頂き、心より感謝申し上げます。

どんなに身体が不自由であっても、言葉が出なく

ています。

唇を噛みしめ、心にきざみ黙祷した日のことを覚え

りま しては〝こ んなことがあ ってはなら ない〟と

昨年は痛ましい事件が相次ぎ、福祉を志す者にと

く、自分本位に生きていると実感していただくか 。
か。

その ためには私 たち支援者は どう接して いくべき

す。
「おはようございます」
「おやすみなさい。また明日」

つ いつい毎日 の煩雑さに追 われ忘れが ちになっ
てしまいますが、事あるごとに考えを巡らせながら

何気なく繰り返される挨拶の言葉が、どれほど重く
大切かを日々実感している毎日です。

日々の支援に努めたいと思っております。
人にはそれぞれに生きてきた歴史があり、今この

「当たり前に」
「普通に」と、よく使う言葉です
が、何が当たり前で何が普通なのか。時折わから

ても、私達と同じ様に語り、問い、同じ様に泣き 、

時には叫び、そして笑顔で接してくださっている皆

時もその大切な時間が過ぎて行きます。
その一瞬一瞬を大切にすべく、今日もしっかりと

様に感謝の念でいっぱいです。そして、皆さまと出

なくなってしまうくらいに複雑な社会にいるわた

向き合って「おはようございます」から１日をスタ

会い、支援させて頂きますことは、私たちにとりま

したちです。
その中での朝夕の挨拶は、何よりの心の支えになっ

ートさせて行きたいと実感しています。

ご 利用 者様の 日々の 健康を 真近 で見守 られて い

しては譬えようの無い幸福な時間でもあるのです 。

ています。
今日一日をどのように過ごされるのだろう。

日々を過ごして行きたいと思っておりますので、ど

るご 家族の思い に少しでも近 づいて支援 が出来る

本年もみなさまのお力をお借りしながら、大切に

お一人お一人の表情や、時に会話の中で、いろいろ

うぞ 変わらぬご 支援を賜りま すようお願 い申し上

様、今年も精一杯努めて参りたいと思います。

今日は、楽しい、納得の行く一日でしたか。
なこ とを想像し ながら毎日ご 挨拶をさせ ていただ

げます。

本年もどうぞよろしくお願い致します。

いています。
昨今、知らない人に挨拶をすることの是非が取り
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の消耗も激しかったです。そんな中でも、利用者さ

旅行になったのではないかなと思います。

けたというのは、とても充実した、また記憶に残る

シンデレラ城の素晴らしく綺麗なライティング（マ

（クローバー職員 Ｋ・Ｙ）

んとスタッフは、車椅子でも楽しめる「イッツ・ア・
スモールワールド」
「蒸気船マーク・トウェイン」
「ホ
ーンテッド・マンション」等、各自気になるアトラ
クションを制覇していきました。また、昼間のパレ
ードでは、ダンサーの方が車椅子席近くまで手を振
りにやってきてくれたり、おなじみのキャラクター
前回は、昨年第１回目の福井県片山津温泉への旅行

ッピング）をみたりして楽しい時を過ごしました 。

達に声援を送ったり、夜のライトアップの時間には
記事でしたので、今回は第２回目「東京旅行」を紹

「東京ベイ舞浜ホテル」という円形のユニークな

んか考えておらず、後で工事することもできない状
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介させていただきます。

形をしたホテルに一泊して、２日目の朝を迎えまし

は結局、池袋の「Ｊワールド（週刊少年ジャンプの

「東京旅行」は、ある利用者さんの「秋葉原に行

ぜひオタクの本場「秋葉原」へ行ってオタクの熱気

催事物）
」へと、それぞれバラバラに出かけられまし

た。その日の行き先は「お台場ゼップシティー」が

を実感したいということでした。ただ、秋葉原に興

た。皆様、東京観光を存分に楽しまれたと思います。

ってみたい！」という希望から実現できた旅行でし

味のある方は他にはいそうもないので、東京の好き

ただ一つ気になったのは、東京は都会だからバリ

１名「東京スカイツリー」が１名、
「浅草寺と東京ス

な場所にそれぞれ行ってみよう、という企画になり

アフ リー化が進 んでいて便利 なんだろう なと思い

た。その利用者さんは、たまに大阪の日本橋に出か

ました。実際には、１日目には「東京ディズニーラ

込んでいたのが、逆に昔の設備が多く設備的にはま

カイツリー」が２名、秋葉原とおっしゃっていた方

ンド」、２日目に各自東京の観光名所に行くという

だまだなんだなということでした。何層にもなって

けてはアニメなどのオタク文化を楽しまれる方で 、

旅程で決まりました。
新幹 線で新大阪 より東京まで 行き、初日 の目的地

態でなかなか不便な思いをしました。その分、人手

男性２名、女性３名の利用者さんとスタッフとで、 い る 地 下 鉄 を 作 っ た 当 時 は エ レ ベ ー タ ー の 設 置 な
「舞浜」駅まで電車で行きました。今回の旅行は 、

を使って親切には誘導していただけましたが、やは
でも参加者の皆様が、それぞれの好きな場所に行

り時間的なロスは大きかったです。

両日ともいいお天気にめぐまれ、 月初旬でしたが
ちろん楽しかったのですが、あまり日陰もなく体力

真夏日のような暑さでした。ディズニーランドはも

１０

歳 以 上の 障害 者と

歳 以上 の特 定疾 病

障害者総合支援法第７条の「介護保険優先原則」
に よ り、

り生じたものかどうかを考慮し、障害福祉サービス

一律に応益負担を導入するのではなく、加齢によ

た支援の量が減少することがある。

の考 え方との調 整を含めて慎 重に扱うべ きではな

・認定基準等が異なるため、それまで利用できてい
・利用していた事業所や職員が変わることで、支援

一方で、障害のある人への支援は個別性や高い専

いでしょうか。

・介護保険に移行しないという理由で、障害福祉サ

門性が求められるため、厚生労働省は２００７年全

の質の低下や内容が変わることがある。
ービスが打ち切られ、それまでのサービスを継続

国の自治体に対し「

歳以上の障害者が介護保険だ

利用する場合、全額自己負担しなければならない。
・移動支援時間が大幅に減り、社会参加を制限せざ
歳 を過 ぎてか ら初め ての 障害福 祉サー ビス の

るを得なくなった。
・

けでは福祉サービスが十分に受けられない場合、障

害福祉サービスも併せて受けられる」という通知を

障害者総合支援法の「基本理念」では、障害者の

援量の抑制、支援項目の削減等をめぐって、不服申

等の諸問題が生じています。利用者負担の増大、支

＊財政を伴わない自治体任せの通知地域による格差

併給が進まない理由

出しましたが、併給が進まない現状があります。

「個人としての尊重」、社会参画への支援を明示し

月 日本障害者センター 「介護保

（２０１５年

歳以上の高齢者が、加齢によって
「益」として内容に応じて対価を払うというもの ）
）年法改正により、収入に応じ

の市区町村回答

歳 にな ると介 護保険 を優 先して いる自 治体 …

ケート」調査結果より）＊全国

険 と障 害福祉 サービ スの優 先関 係に関 するア ン

11

％

％

％

％

・申請しないと障害福祉サービスの支給を実質即停

４分の１を占める）

（もっとも多かった基準は「要介護５」の判定で 、

ている自治体…

・介護保険と障害福祉の併給する際に、基準を設け

ていない自治体…

・介護保険への移行前に上乗せ等の情報提供を行っ

知している自治体…

・介護保険サービスが一律に優先されないことを周

・

746

介護保険法では
生じる心身の機能低下を補う、身の回りの介助に限
定されたサービスとしています。

２０１０（平成

た上 限額を設け ることで応益 負担につい ては応能

歳問題とは、社会保障制度である障害者福祉か

ら、制度設計が本質的に異なる介護保険制度への移

負担の要素を強くし、障害福祉サービスの利用にあ

料が発生することになります。 歳の誕生日を迎え

帯であっても、月額１５０００円を上限とする利用

介護保険サービスは原則１割負担です。非課税世

した。

たって、非課税世帯の負担は実質的に０円となりま

行と、それにより生じる諸問題のことです。

月 日本障害者センター

《介護保険優先原則によって生じている具体的な問題》

（２０１５年

「介 護保険と障 害福祉サービ スの優先関 係に関す
るアンケート」調査結果より）

ると機械的に介護保険が優先されてしまい、介護保
険サ ービスの量 に応じた１割 の応益負担 が課せら

96 65

応益負担の発生（所得に関係なく受けたサービス

し立や、司法上の争いが起きているということです。

申請を認められない。

65

ています。障害者権利条約に沿った理念です。他方、

められています。

つい ては原則と して介護保険 を優先する ことが定

該当者は、介護保険制度と重複する自立支援給付に

40

・非課税世帯でも利用料負担が発生し、支払いが出

れます。

23

22

65

11
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65

65

来ないため受給抑制せざるを得ない。

65

42

28

65

止する自治体…

％

・内容的に障害福祉に独自のサービスである重度訪
％
％、税金が

問・生活介護も介護保険サービスを優先している
自治体…
元々、介護保険は保険料が

２０１６年５月改正障害者総合支援法
歳を過ぎても同じ

制 度目 的が異 なるた めサー ビス の中身 が違う こ

とは当然ですが、その両制度を無理に連動させるこ

とが問題なのではないでしょうか。障害者総合支援

法に は障害福祉 サービスを利 用できるの はすべて

これまでの経緯を受けて、
〈

事業所を利用できる仕組み〉
〈利用料減免〉を対応策

の「障害のある人」として、法律上は年齢に上限は

％で運

きる仕組みとは、障害福祉事業所が、介護保険事業

国は

歳 以上 の障 害者 が障害 福祉 サー ビス を適

切に 受けられる ように配慮を するような 姿勢を見

所の指定を受けやすくするということです。利用料
減免については、介護保険への切り替えで発生した

せながら、肝心の財政援助の点では国の費用負担を

％となっています。自治体では、それぞれ

自己負担分を「高額障害福祉サービス等給付費」の

れぞれ

大幅に減らし、費用負担の増加に耐えられない自治

方針があります。障害福祉サービス固有のサービス

サー ビスも含め たプランを作 成すべきと いう国の

る場合は、介護保険のケアマネージャーが障害福祉

介 護保 険サー ビスと 障害福 祉サ ービス を併用 す

法で は移動支援 事業で通院以 外の外出へ の付き添

る短い時間内に限られます。また、障害者総合支援

関係で時間が短く、
「見守り」も身体介護を受けてい

「見守り」がありますが、介護保険では利用限度の

だけでなく、ヘルパーが常時介護できる状態にいる

働省 「高齢の障害者に対する支援のあり方につ

っても障害福祉サービスは使えるよ！」、厚生労

査結果より）、舟橋訴訟を支援する会「

福祉サービスの優先関係に関するアンケート」調

〔参考資料〕日本障害者センター「介護保険と障害

が懸念されます。

めても、問題が残ったまま改正案が進んでいくこと

介 護保 険優先 原則の みを前 提と して施 策をす す

ているといえます。

対象として償還出来るようにするとしています。ど

や実施に差異があるために、同じ障害や生活状況で
あっても、暮らしている場所によって福祉や介護の
選択・利用に格差が生じています。
例 えば 障害者 総合支 援法の 重度 訪問介 護は日 常

など ケアマネー ジャーだけで プランを作 成するこ

いが可能ですが、介護保険では通院以外の外出に付

生活 に対する支 援と外出時に おける移動 中の介護

とが困難な場合などで、市が必要と認めた場合は 、

き添うサービスはありません。

歳にな

ケア プランとは 別にサービス 等利用計画 案の作成

＊相談支援専門員とケアマネ―ジャーの連携不足

根本的問題は何か

の財政事情、財政上の格差もある中で、障害者福祉

％、都道府県と市町村の負担割合がそ

ありません。

としています。 歳を過ぎても同じ事業所を利用で

65

％の内

50 50

体が 介護保険を 優先せざるを 得ない状況 をつくっ

営されています。この内、税金で賄われる

50

ちらも介護保険に移る事が前提となっています。

訳は、国が

65

21

に対する予算が非常に厳しい状態にあります。解釈

65

80
25

プランを作る相談支援専門員と、介護保険のプラン

を依頼します。サービスが移行する際、障害福祉の

援法は、日常生活だけでなく 社
｢ 会生 活を営むこと

できる」ことを目的とするのに対し、障害者総合支

そもそも介護保険法は、「日常生活を営むことが

「 障害 者総合 福祉法 の骨格 に関 する総 合福祉 部

問題」、障がい者制度改革推進会議総合福祉部会

才（介護保険優先原則）

を作 るケアマネ ージャーの情 報共有が十 分になさ

会の提言」

害者権利条約からみた

れないケースが多いという現状があります。綿密な

いて」
、障害者の生活と権利を守る全国協議会「障

65
ができる 支
｣ 援を行い、社会参画の機会を確保する
ことを目的としています。

引き継ぎ無しでは障害者のニーズは伝わりません 。

65
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12.5

シンを使う場面では、利用者の方ご自身がペダルを

がら取り組みを続けています。縫製作業の中でもミ

れぞ れが作業し やすいような 工夫を常に 模索しな

て有効活用してみることからでした。利用者の方そ

始まりは、施設内で使い古したタオルを雑巾にし

せられるようになってくると、力が入り過ぎること

利用者と職員が双方につかんでいき、気持ちも合わ

けていく中で、作業をするコツ（力を入れる）を 、

ことが難しい利用者の方がいました。取り組みを続

力が入り、緊張が高まって上手くペダル操作をする

例えば、初めはいざ作業をしようとすると体中に

ことが出来るように様々な工夫をしています。

わーく班の

動かすことで、ミシンが動くという実感を楽しみな

もなく、操作できるようになってきました。この利

⑨値札を付ける

取り組みについて
がら作業をされています。

用者の方の可能性が拡がるように、さらに工夫を検

の中から雑巾作製について紹介させて頂きます。

その中の「わーく班」の取り組みにおける縫製作業

ゆらでは 、現在３班に分かれて活 動しています 。

タオル屋さんはあるのだろうか。タオル屋さんがあ

と職員での市場調査が始まりました。ゆらの近くに

たちから声が上がりました。そこから利用者の方々

の店舗「ＹＵＲＵＲＩ」に出品したいと利用者の方

節に合わせた商品作りに励んでいます。昨年度

ロウィンバージョン・クリスマスバージョンと季

た。現在では、春バージョン・夏バージョン・ハ

ってくると、商品としても工夫が増えていきまし

利用者の方々と職員双方が作業の手際が良くな

討しています。

わーく班には、月曜日から金曜日まで毎日７～８

るのがわかると次は値段調査へ、使用する糸はどこ

今年度はそれを上回りそうな勢いで販売数がのび

まず始めに、雑巾作製の過程を簡単に紹介します。

は誰からミシンをするのか、われ先にと手や声があ

して、取り組みの内容に反映しながら、この縫製作

業を進めていきたいと考えています。

（ゆら職員 Ｋ・Ｍ）
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取り組みを続ける中で、ゆらっとステーション内

人の利用者の方が来所しています。１人１人の利用

枚）を販売しました。

日々活動の内容を考え、工夫して取り組んでいます。 きました。商品にするには、仕付けもしっかりしな

ています。
「ＹＵＲＵＲＩ」で販売するだけではな

組（
いといけないね、リボンを付けてみようと色々な意

く、バザーに出品したり、注文を頂くこともある

は、

見やアイディアが話題に上りました。調査や意見を

ようになりました。雑巾を作製し、販売すること

が安 価で販売し ているのか等 々と調査を 続けてい

交わし試行錯誤を続けながら、わーく班作製の雑巾

で社会参加できる喜びを、利用者の方々と職員と

者の方のよりよい日中活動と笑顔につながる様に 、

が「ＹＵＲＵＲＩ」に商品として並ぶことになりま

もに感じています。

その過程の中から縫製作業が始まりました。

①タオル生地を購入する

した。その時の利用者の皆さんの嬉しい笑顔と歓声

⑥出来上がった雑巾を巻く

がります。フットペダルを使って作業をするのです

今後も、利用者の方々の声や表情を細やかに察知

②タオル生地とリボンをカットする
④ミシンにて縫製する

⑦雑巾２枚を組み合わせる

が、それぞれの方の得意なポジションで力を入れる

⑤しつけ糸を抜く

⑧巻く帯を選んで付ける

利用者の方々の一番人気はミシン作業です。今日

は今でも鮮明に覚えています。

１３６０

③しつけをする

680

縫

製

作

業

の

3F

くっついているタオルを 1 枚ずつはがして

わーく班の縫製風景

ペダルを押す力を入れたり抜いたり…

ペダルを押してミシン縫い。振動を感じる

2 人の呼吸を合わせて縫っていきます。

ので、縫っている感覚がよく伝わります。

厳しくチェックしながら縫っています。

景

作業を分担して取り組んでいます。

タオルカットの準備をします。

綺麗な雑巾に仕上げるために、縫い目も

風

必要な長さにするために、しっかり端を持ってタ
オルのカットをします。ここでも厳しいチェック
の目が入ります。

しっかりミシンの針を見つめながら、タイミング

思わず職人？かと思うほど、真剣に集中

をはかって肘でペダルを押しています。

して作業に取り組んでいます。
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事業所通信

大勢 の方が同じ 思いをもつこ とが出来る ことをと

非常勤に関わらず職員も「皆で楽しみたい！」と 、

うよ！！」と大勢の利用者の方々からの声と、常勤・

かと内心ドキドキしていましたが、実際には「行こ

ざ企画をして、どれだけの方が参加してくださるの

ました。夜間にレクリエーションということで、い

から、特別なナイトレクのイベントの企画が生まれ

の方 々と職員と もにお祝いを したい！と いう思い

そしてこの５周年という記念すべき節目を、利用者

これはレストランのサービスで無料だったのです 。

「おぉ～！！」と驚きの声が上がりました。しかも

た大 きなハニー トースト！そ れには会場 全体から

思います。クライマックスには生クリームで飾られ

なし を感じるこ とができる時 間となった のではと

ングを見計らって提供してくださり、特別なおもて

フシチュー、生ハムなどを順番に店員の方がタイミ

食べきれない程の大盛りのステーキやパスタ、ビー

で、その名も「がっつりコース」なるものを選択！

いう思いと、利用者の方々とご家族にも安心しても

お店を決めるにあたり、都会の夜景を見たい！と

いつもの顔（職員）が隣に座ると普段の笑顔を見せ

光（ライト）に夢中の方、緊張して大汗の方、でも

とバッチリカメラ目線の方、店内の様子を見回す方、

食事中は黙々と食べられる方や、カメラを向ける

らえる場所をと考えて駅前を調査し、何度も打ち合

てくださったりと、利用者の皆さんの個性溢れるパ

ても嬉しく思いました。

昨年は新しい利用者の方との出会いもあり、外出

わせを重ねて、椅子の数や位置の変更、温め直しや

ーティだったとあらためて思います。

―５周年記念イベントー

も回を重ねていく中、利用者の方同士が見つめ合い

コン セントの利 用等々沢山の 相談に乗っ てくださ
り、ここなら安心出来ると思ったお店に決めました。

ンの店員の方々も一緒に祝ってくださいました。

ホテ ルのレスト ランへいざ出 発！４回と もお天気

ど驚きと大笑いの連続でした。その中で、とても集

の性格や相性占いをして「え～！」
「やった～！」な

今回は、そんな昨年の中でも特別なイベントであ

ィー」という看板が出迎えてくれ、それを指差して

の１Ｆ玄関ロビーに入ると「ゆら５周年記念パーテ

とも印象深かったです。約３時間のひと時でしたが、

中し て聞いてく ださっていた 利用者の方 がいたこ

者の皆さんのお顔が今でも鮮明に残っています。

夜景 と店内のシ ャンデリアに 照らされて いる利用
空から夕焼け、そして夜の景色と時の経過も空の色

喜んでいる利用者の方もいて感動しました。明るい

寺 に｣ついてご紹介させて頂きます。
昨年、ゆらが開所して５周年を迎えることができ

で感じられる大窓のレストランでしたので、夏に企

（ ゆら職員

Ｎ・Ｈ ）

職員ともども力をつけていきたいと思います。

こ のよ うな特 別な機 会を増 やし ていけ るよう に

ました。私にとって５年という月日は大変短く感じ

画出来て良かったと思いました。
ゆ らの 利用者 の方々 はお肉 が好 きな方 が多い の

ます。それは利用者の方々１人１人との貴重な出会
いの連続で、充実した日々を送っているからです 。
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新年明けましておめでとうございます。

お話されていたり、カラオケで好きな曲が他の方と
同じ曲にガラッと変わっていたりと、職員が気づか

このお店にして本当に良かったと思っています。

グラスを手に取り皆で「かんぱ～い！」レストラ

ない場面で、利用者の方どうしの触発や関係が築か

「誕生日占い」をしました。利用者の方々それぞれ
Ｆですが、ホテル

また、ナイトレクの中のお楽しみコーナーとして

れていたんだ！という新発見や驚きもありました 。

ナ｢イトレクｉｎ天王寺 は｣、昨年の６月から８月
にかけて４回に分けて行いました。夜の 時集合で

利用者の方か職員かに関係なく、広がりを持つこと

に恵まれました。レストランは

その様な仲間の絆が落ちつくなぁと思える存在が 、
ができたら良いなぁとしみじみ思った１年でした 。

18

る、ゆら５周年記念イベント ナ
｢ イト レクｉｎ天王

13

あけましておめでとうございます。平成
て参ります。

年も利用

日（土）に阿倍野区民センター

明けましておめでとうございます。
昨年の春から、リズム音楽を咲笑の活動の取り組
みに月１回取り入れ始めました。
講師の方に来ていただき、音楽を楽しみリラックス

今回は去る
大ホールで行われた、阿倍野区作業所連絡会主催の

ます。みどり教室は楽器の演奏と手話歌で、円広志

ィティーを表現・発信する場として毎年行われてい

パール民謡を音楽に合わせながらのダンスと歌を 、

ートではリズム音楽で『レッサムピリリ』というネ

昨年 月に行われた「クリスマスイブ ８
×コンサ
ート」では初めて咲笑からも参加しました。コンサ

しな がらも体全 体を動かす時 間は利用者 の皆さん

さんの「夢想花」とスマップの「世界に一つだけの

半年ほど練習を重ねていき披露しました。

ではないでしょうか。発表後の皆さんの表情は１年

みど り教室の良 さを会場に届 けることが できたの

雰囲 気を会場の 皆さんと共に 共有したい ！という

当日は緊張も交えながらの発表でしたが、楽しい

空間を共有し合う事で互いを理解し合い、歩み寄ろ

皆さんに届けられるよう、日々の取り組みや活動を

今 年も 咲笑の 利用者 さんと 共に 笑顔を たくさ ん

ないかと思います。

うとする貴重なひととき。このコンサートにはそう

大切にしていきたいと思います。
Ａ・Ｓ ）

いった趣旨も込められています。これからも大好き

（ 咲笑職員

２０１７年もどうぞよろしくお願いいたします。
Ｋ・Ｏ ）

な街で地域の方と共に暮らし続けていきたい、そん

障がいがある無いに関わらず、楽しい時間・同じ

れていました。

気持 ちをダンス と共に伝える ことができ たのでは

１２

間の集大成にふさわしい、充実感と達成感で満ち溢

区からバリアフリーの輪を広め、自分のアイデンテ

花」を披露しました。真剣さの中にも笑顔があり 、

します。

も和やかに、また楽しそうに毎回参加されています。

月

者の 方々の情熱 とパワーでみ どり教室を 盛り上げ

２９

「クリスマスイブ ８
×コンサート」の模様をお伝え
回目を迎えるこのコンサートは、阿倍野

１７

（みどり教室職員

クリスマスイヴ×8 コンサート

１２

な願いを込めて。
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１４

もな いような日 常に寄り添っ ていければ と月並み

タフ に受け入れ ながら利用者 さんの穏や かな何で

もよ く体調も崩 すことなく外 出を楽しん でいただ

化や、色々なことを心配しましたが、当日はお天気

ベットの角度をあげることが少ないため、体調の変

あるがままも ないがままの不自由さ、不便さも

ですが思っています。

くことができました。

年越しをご実家でされる利用者さん、新年のご挨拶

外 出を 可能に するた めに相 談す るとこ ろから 始

事をしたんじゃないのかしら」と話されていました。

Ａ ・Ｎ ）

にご家族に会われる利用者さん、年末から年明け 、

まり、実際に出かけて楽しみ、帰ってきてまたゆっ

（ クロー バー職 員

数日後、じわじわと実感が湧いてきたそうで「大

年以上ぶり。もしかしたらすごい

そして、お正月休みも どっぷり、どっこい！クロ

くり 振り返り楽 しむところま でそのすべ てを含め

阪から出たのは

ーバーで過ごされる利用者さん、様々な事情でいつ

また皆様 にご紹介していきたいと 思っています 。

なひとこまが沢山あります。

もちろん、外出だけはなく居宅での支援にも素敵

て外出の楽しみだと改めて感じました。また楽しい
謹んで新年のお慶びを申し上げます。

もと 違うお正月 を迎えられる 利用者さん …といっ
れか ら新しい年 にかけても変 わらず在っ てくださ

旧年中は大変お世話になりありがとうございまし

時間を共に関われたことを嬉しく感じました。

るのが大勢のヘルパーの皆様。

た。新しい年の皆様のご多幸をお祈り申し上げま

た少しソワソワ、ワクワクするクローバーの年の暮

「お役に立てるのなら喜んで！！」とばかりに支援

これからも皆様の暮らしのお手伝い、寄り添った支

援をさせていただきたいと思います。

す。
さて、居宅では昨年末、素敵な外出支援がありま

今年もいい出会いがありますように。

に入ってくださいます。どこでどんな風に迎えられ
ても 新年の朝に は大好きな人 がそばにい てくれま

した。なかなか外に出ることが難しいＴさんにとっ

ったとしても、その人だから出来るものは、どんな

るわけですが歳をとっても（失礼！）例え病気にな

例外 なくクロー バーの利用者 さんも１つ 歳を重ね

っぱい楽しんで頂きたいと思い、呼吸器や吸引器の

時間を過ごされ、ヘルパーも記念すべき日をめいい

買うものを考えたり、食事の店を決めたりと楽しい

外出を決められてからは、着ていく服を選んだり

（重症児者を支える会居宅介護事業所職員 Ｍ・Ｍ）

す様 にと願いな がら最後の仕 事を終え帰 路につき

世紀にな

て本当に久しぶりの外出で、ご本人も「

って始めての外出です」と話されていました。行き

人にでもあります。これを〝底力〟とでもいいまし

確認、また車椅子のサイズを測ったり、行き先の流

- 12 -

３０

ます。
年頭にかける〝願〟の中に誰しも「この１年も元

ょうか、その底力を底上げ出来れば…と私などは自

れを確認したりしながら準備をすすめました。日頃

先は宝塚・手塚治記念館。

分の歳も忘れ今年の抱負に加えました。

気で！」があると思います。健康は宝です。今年も

２１

第

催し物の情報
回大阪モーターサイクルショー

バイクの「遊び心」と
日（土）
・

「楽しさ」を追求したイベント
開催日時 ２０１７年３月

円

ペア…

日（日）
・

円

事務局

うめきたガーデン
〈花と緑の庭園〉

ＪＲ大阪駅北側の都会の真ん中に花と緑があふれる庭

万株の花畑、植物

園が誕生しました。 国内外で活躍する庭園デザイナー、
石原和幸氏が手がける２つの庭や

の壁で囲まれた小径など、さまざまな花と緑が楽しめ

時（入場は

時

分まで）

月 ７日 （金 ）～ ２ ０１ ７年 ３月

日

ＪＲ大阪駅北側 グランフロント大阪横

うめきたガーデン 大阪市北区大深町地内

ます。また、カフェスペースもあるようです。

開催場所
開催日時
２ ０ １６ 年
時～

お問い合わせ うめきたガーデン
℡ ０６ ６-６３３ ２-２７４（月～金
時～ 時）
※うめきたガーデン内は車椅子で楽しめます。
車椅子用のお手洗いもあります。

イチゴ狩り 大阪府 八尾市
Ｇｒａｎｄ Ｂｅｒｒｙ グランド ベリー

立ったままイチゴ狩りを楽しめる「高設栽培」を取

り入れた農園です。子どもや車椅子、年配の方でも

時～ 時 最(終受付 )
開催場所 大阪府八尾市恩智北町１

入場料 一般（大学生以上） １０００円

【前売】 大人…
※高校生以下、障害がある方は無料
年２月１日

一般社団法人

前売り券発売予定日
お問い合わせ
回 大阪モーターサイクルショー
-

日本二輪車普及安全協会 近畿ブロック
第
〒

- 大阪市北区東天満１丁目９
大阪塗料ビル５Ｆ

０６ ６-３５７ ２-６７７

ニ ュー モデル 体感試 乗会 などの イベン トが 開

-

料金
分食べ放題 大人 小(学生以上 １)６００円、
小人 ４(～６歳 １)３００円、幼児 １(～３歳 ４)００円

阪神高速水走出入口から国道

号経由

分

定休日
期間中月曜 祝(日の場合は翌日 )
※完全予約制 前(日までに要予約。 名以上の団体

車

は入園予約不可 ※
) 持ち帰りは出来ません
交通 電車・バス 近鉄恩智駅→徒歩 分

10

お問い合わせ ℡ ０９０ ６-７３２ ８-０７２

１人の介助者の付き添いが必要になります。

車椅子での入園の場合は、車椅子１台につき、

15

10

170

℡
■
催されます。

14

30

1,300 1,600

※ 会場内は車椅子で楽しめます。

10

0034

車椅子用のお手洗いもあります。

254

開催場所 インテックス大阪１・２号館

（月・ 祝）

20

17

無理なく摘み取ることができるそうです。暖房付き

30

10

小・中・高生 ５００円※未就学児は無料

時

１０

16

のハウスなので天候によらず楽しめます。

17

※障害者手帳をお持ちの方（介護者１名を含む）は

時～

10 10

〒
- 大阪市住之江区南港北１丁目５番 号
入場料 【当日】 大人… 円 ペア… 円

19

開催日時 収穫期間 ２０１７年１～５月

日（月・祝） ３日間

10 18

各料金の半額（当日窓口にて証明書の提示が必要 ）

102

2,200 2,600

2017

10

2017
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17

33
20
559

550 ３３
0044
2017

費用 １２９６０円

定員 １００名

善策を「映像」や「実技」を交えて学びます。

回）

短期専門コース「サービス提供責任者のしごと」
（第

http://www.kangocare.jp/index

お問い合わせ 関西看護ケア研究会

対象者 すべての医療介護従事者

ＵＲＬ

講師 松下秀明先生
分～午後

℡ ０６ ６-７７４ ０-０８１
日 日( 午
) 前９時

開催日時
２０１７年２月

姿勢・動作からみた下肢運動器障害へのアプローチ

※看護職以外の方でも受講可能です。

研修情報
時 分 開(場 ９時 分 )
会場名 愛日会館２Ｆホール

姿勢・動作に着目した下肢運動器障害へのアプロー
定員

住所 大阪府大阪市中央区本町４ ７- -

チについて解説するとともに、評価の組み立て方や

お問い合わせ メディカルセミナーズ事務局

http://www.medisemi.com

時）

費用 １４０４０円

理学 療法プログ ラムの立案に 至るまでの 論理的思

分

名

考力を身につけることも目的とします。

時

変形・拘縮に伴う呼吸障害の理解とケア（大阪）

【重症心身障害児者セミナー】

ＵＲＬ

℡ ０４２ ４-８６ ０-４７７
（受付時間 月～金曜日９時～

分～午後

大 阪 府大 阪 市 東 淀川 区 東 淡 路 １ 丁目 ４

「サービス提供責任者のしごと」の日々の業務を振

り返りながら、ご利用者を地域で支える身近なサー

日（水）午前

)

お問い合わせ 介護労働安定センター大阪支部

℡ ０６ ４-７９１ ４-１６５

講師 加茂ふみ子氏

回）

事例を交えながらわかりやすく紹介します。

介護 現場で起こ りやすい緊急 時の対応を 具体的な

短期専門コース「緊急時の介護」（第

http://www.kaigocenter.or.jp/shibu/oosaka

講師 中谷勝利先生
小児科）
時～

号

時～午

ビスであることを再確認し、今後の業務に活かしま
す。

講師 坂本明美氏
時

開催日時 ２０１７年２月
後

会場名 エル・おおさか 府(立労働センター
本館６Ｆ ６０６

住所 大阪市中央区北浜東３ テキスト代・１５００

費用 受講料・４０００円

重症心身障害児者の呼吸障害、呼吸障害によって

名

費用 ６５００円

Ｒｅｂｅｌ Ｆｌａｇ

の）
、筆記用具、昼食、ヨガマット
お問い合わせ
ＥＰｏｃｈ 株式会社

４５
ＵＲＬ

対応 、救急的な対応 など

円（当センター賛助会員 １３００円）

16

（心身障害児総合医療療育センター 研修・研究部
長

２０１７年２月

大阪府大阪市天王寺区東高津町７番

12

℡ ０７２ ７-７０ １-６５７
http://seminar.ep-och.com/seminar/3055

開催日時

日 土( 午
) 前
18

午後 時 開(場 ９時 分 )
会場名 たかつガーデン
住所

10

11

ＵＲＬ

看護師のための口腔ケア＆摂食嚥下リハビリ
大阪会場
圧倒的な臨床経験を誇る講師から、嚥下困難の改

30

10

３０

誘発される諸症状、嚥下機能障害に伴う呼吸の問

−

15

45
11

12

16

- 14 -

17

60

16

15

持ち物 動きやすい服装（足部・膝が露出できるも

５３

定員

住所

30

16

講師 三谷保弘先生
時

開催日時 ２０１７年２月５日 日( )
午前
16

会場名 東淀川区民会館

30

題、呼吸障害への対応、重度化の予防 、慢性期の

14

10

分

開催日時 ２０１７年２月
時

日（火）午後

時

分

第１部 基調講演

分～午後

時

年２月

会場 クレオ大阪東

日（土・祝）午後

住所 大阪市城東区鴫野西２ １- 費用 無料
定員 ３８０名
お問い合わせ

大(阪府内の方 )大阪後見支援センター
℡ ０６ ６-７６４ ７-７６０
大(阪市内の方 )大阪市成年後見支援センター
℡ ０６ ４-３９２ ８-２８２
ＵＲＬ

http://www.osakafusyakyo.or.jp/

時

「成 年後見制度 をめぐる全国 の動向と市 民後見人
への期待」

～午後
会場 エル・おおさか（府立労働センター）南館７３４
開催日時 平成

時～午

第２部 パネルディスカッション

住所 大阪市中央区北浜東３ テキスト代・１２００
費用 受講料・３０００円
名

円（当センター賛助会員 １１００円）
定員
お問い合わせ 介護労働安定センター大阪支部

回）

http://www.kaigocenter.or.jp/shibu/oosaka

℡ ０６ ４-７９１ ４-１６５
ＵＲＬ
短期専門コース「介護記録の書き方」
（堺）
（第

日（金）午前

観察の視点を活かした「介護記録の書き方」を１日
を通して学びます。
開催日時 ２０１７年２月
時

名

大阪 市内福 祉事業 所の 訪問介 護サ ービス

費用 ６０００円 定員
対象者

提供責任者

お問 い合わせ 大 阪 市 社 会 福 祉 研 修 ・ 情 報 セ ン タ ー

http://www.wel-osaka.jp

企(画研修担当 )
℡ ０６ ４-３９２ ８-２０１
ＵＲＬ

介護職員研修 介護サービス主任・リーダー研修

この研修では、介護サービス主任・リーダーとして

必要な基礎知識を確認するとともに、多様化する介

護サービスの実態に対応できるよう、事例検討など

により実践的に学びます。

日（火）午前

時～午後

講師 公益社団法人 大阪介護福祉士会 会員

名

５階

時～午後

大阪市 社会福 祉研修 ・情報 センタ ー

３月８日（水）午前

分 （訪 問介 護サ ービ ス提 供 責任 者研 修と 合

開催日時 １日目 ２月
時
介 護職員研 修

後

10

ーとして勤務している職員

お問い合わせ 大阪市社会福祉研修・情報センター

)

http://www.wel-osaka.jp

企(画研修担当
℡ ０６ ４-３９２ ８-２０１
ＵＲＬ
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50

対象者 大阪市内福祉事業所や建物で主任・リーダ

定員

16

同開 催） ２日目

会場 堺市産業振興センター セミナー室２

分

分
会場

時～午後
時

時
この研修では、介護サービス主任・リーダーとして

「訪問介護サービス提供責任者研修」

住所 大阪府堺市北区長曽根町１８３ ５テキスト代・１６００

大会議室他

円（当センター賛助会員 １４００円）
名

により実践的に学びます。
日（火）午前

講師 公益社団法人 大阪介護福祉士会 会員
開催日時 １日目 ２月

時～午後

５階

30

50

定員

お問い合わせ 介護労働安定センター大阪支部

http://www.kaigocenter.or.jp/shibu/oosaka

℡ ０６ ４-７９１ ４-１６５
ＵＲＬ

２日目 ３月６日（月）午前

大阪市 社会福 祉研修 ・情報 センタ ー

市民後見人・成年後見制度啓発シンポジウム

分（介護主任・リーダー研修と合同開催）

21
会場

大会議室他

30

時

10

16

30

費用 受講料・４０００円

必要な基礎知識を確認するとともに、多様化する介

介護 サービ ス主任・ リーダー 研修

30

13

～こ れぞ〝大阪 の底力〟地域 で本人らし い生活を
支える市民後見人～

10

16

21

16

14

費用 ６０００円

30

13

30

護サービスの実態に対応できるよう、事例検討など

16

２１

30
14

10

11

21
24

29

16
45
45

10

16

緊急の事態に対して「備える」
。

例えば
・避難所に移動したとして、そこでの共同生活に支
障がある場合はどうするか。
・職員自身も被災し、限られた職員と利用者のこと
を知らないボランティアさん（協力者）とでフォ
ローするには、どんな準備をしておく事が必要か。
・どれだけの数量の備えが必要か ･･･
等々。
ただそのような事も具体的に考えつつ、並行して
ありよう」です。職員自身も被災している中で、そ

大切なことは「意識すること」
「職員１人１人の心の
「備える」ためには、どのような事態が起きるのか

れぞれが「自分のできる精一杯は何かを考え、心配
し、協力し、行動する」その気持ちを持ち合う事が
大切だと考えます。

編集後記

謹んで新年のお慶びを申し上げます。

皆様には、お健やかに新年をお迎えのこと

と存じます。

昨年は皆様にとって、どんな１年だった

でしょうか。障害者差別解消法が昨年４月

より施行されていますが、つい先日、紙芝

居「障 害者あるある え？そん なことあ る

の？」
（ＮＰＯ法人と民間の人との製作）を

知りました。障害者から見える社会を、実

体験にユーモアを交えながら「共に暮らす

社会」を考えようという内容です。みんな

が暮らしやすい社会とは、どの様なものか

を意識し、気づくことが大切なのではない

でしょうか。

機関誌「あんてな」が、その一助になれ

る様に、内容の充実に努めて参ります。皆

様 の こ の 一 年 の ご多 幸 を心 よ り お 祈 り申

編集委員一同

号

大阪重症心身障害児者を支える会

し上げます。

発行元

社会福祉法人

〒５４５‐００２１

番
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「想定」しなければなりません。
・災害別 ･･･
地震なのか、津波なのか、火事なのか

その家族のことも大切に考え、その時にできる精一

「自分の家族の事を大切に考え」同時に「利用者や

台風なのか ･･･
。
ま た そ の 大 きさ に よ り対応 が 変 わ り

杯は何かをそれぞれの状況の中で考え、行動しよう

ます。

支え る会の職員 にはそうあっ てもらいた いと思い

とする」その少しずつの想いが大きな力になるので、

ます。
・時間帯別 ･･･
日中なのか、夜間なのか、平日なのか、
休日なのか ･･･
。
火事であれば、その事業所の安全に集中できます
が、地震だと法人内の事業所だけでなく各家庭の状
況の安否まで広範囲にわたります。
また、その災害の大きさにより職員自身も被災し、
全ての者が動けるとは限りません。

大阪市阿倍野区阪南町２丁目

ＴＥＬ０６‐６６９０‐５３６０

ＦＡＸ０６‐６６９６‐９９５５

11

そのような事態を想定し「このような場合はどうす
る」と考えて備えていく。そうすると課題も見つか
っていきます。

23

