[ Let’s Works №24

‘
No.

特集
1身体障害者グループホーム つばめ
新グループホーム開所！みんなどんなふうに過
ごしているんでしょうか？
2『バザーまつり』から『あきまつり』へ
今年のバザーはひとあじ違う！
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好評アンケート 第23弾
お題は･･･『テレビは何を見ますか？ほか１問』
秋の夜長はテレビ三昧！！･･･かな？
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ぐるーぷほーむ

はいつ

あさひく かわしまちょう

平成18年 3月 身体 障害者 のグループホーム 、ハイツつばめが旭区 川島町
おーぷん

にオープンしました。
ぐるーぷほーむ

しんたい

しょうがい

く

せっけい

このグループホームは、身体に障害 のあるひとが暮らせるように設計され
ひらやづくり

ばりあふりー

くるまいす

た平屋作りで、もちろんバリアフリーとなっています。さらには車椅子 のひ
すごせる

かいてき

ろうか

ひろく

とって

といれ

よくしつ

てんじょう そうこう

とも快適に過ごせるよう廊下も広く取ってあり、トイレ、浴室には天井 走行
りふと

せっち

ひろい

ぐるーぷほーむ

べらんだ

がんじょう

リフトを設置しました。とにかく広いグループホーム で、ベランダは 頑丈 な
うっどでっき

おしゃれ

たてもの

ウッドデッキ ！！！ち ょ っ と オシャレ な 建物 な ん で
す。
しんたい しょうがい

ぐるーぷほーむ

げんざい

じりつ

しえんほう

身体 障害 のグループホーム は、現在 は自立 支援法
すこし

ちがう

よこはまし

どくじ

せいど

うんえい

とは少し 違う 横浜市 独自 の制度 で運営 されていま
す。
げんざい ５めい

だんせい

せいかつ

やく はんとし

けいか

現在５名の男性が生活をし、約半年が経過したところ
かいじょ

ひつよう

にゅうよく

へるぱー

りよう

せいかつ

です。介助が必要なひとは、入浴 などにヘルパーを利用して生活をしてい
にっちゅう

めんばー

わーくす

ほか

しせつ

さぎょうじょ

かよ

ます。日中 、メンバーはそれぞれ、ワークスや、他の施設、作業所に通って
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います。
ゆうがた

きたく

夕方 、「た だ い ま ー」と 帰宅 す る と、お ふ ろ に は い る ひ と、
こーひー

の

てれび

みる

ゆうしょく

コーヒーを飲 むひと、テレビを見るひと、とそれぞれ夕食 までの
じかん

す

じょじょ

せいかつ

すたいる

できて

時間を過 ごします。徐々 に生活 のスタイル が出来て きている
ゆうしょく

しゅふ

ぱーと

めんばー

よ う で す。 夕食 は 主婦 の パート さ ん が メンバー の
じかんにあわせて

ゆうしょく

だして

げんざい

たくはいしょくざい

時間に合わせて 夕食 を出して くれます。現在は宅配食材
ちょうり

おねがい

ひょうばん

で調理をお願い していて、これがなかなかの 評判 となっ
ています。
ゆうしょくご

じかん

ながれます

てれび

みたり

夕食後 、ゆったりのんびりの時間 が流れます 。それぞれテレビ を見たり
おんがく

きいたり

音楽を聴いたり･･･。
よくあさ

はやく

きしょう

ちょうしょく

ねて

翌朝、早くに起床して 朝食 をとるひと、ぎりぎりまで寝ていたいひと、これ
いちじつ

はじまり

かくしせつ

さぎょうしょ

かよ

もまたさまざまです。また一日の始まりで各施設や作業所に通っていきま
す。
しょくいん

たいいく

せんせい

さて職員 はというと、なんと、もと体育の先生!!w((￣0￣))wﾜｵｯ！！なん
たのもしい

しょくいん

せわにん

へるぱー

ぱーと

と も 頼もしい (？) 職員 を 世話人 と し て、 ヘルパー や パート さ ん、
あるばいと

れんけい

と

はたら

ひつよう

かいじょ

おこ

アルバイトさんと連携を取りながら 働 いています。必要な介助を行なった
そうだん

きいたり

めんばー

たいちょう

り、 相談 ご と を 聞いたり 、 メンバー の 体調 を
ちぇっく

しょくひ

た

かいけい

けいさん

チェック したり、食費 やその他 の会計 を計算 した
りしています。
やかん

とまり

しょくいん

せわにん

ちゅうしん

だいがくせい

夜間 、泊まり の 職員 は、世話人 を 中心 に大学生
あるばいと

はいって

しゅうしん

の アルバイト さ ん な ど が 入って い ま す。 就寝 の
かいじょ

ちょうしょくづくり

すたっふ

たりず

わーくす

しょくいん

介助や朝食作りもします。でもまだまだスタッフが足りずワークスの職員
こうたい

とまり

いく

おおく

げんじょう

だれか だんせい

が交代 で泊まり に行く ことが多く なっているのが 現状 です。誰か 男性 で
いいひと

いい人いませんか――――――――――――？
ひび

けいか

にゅうきょしゃ

しょくいん

しこう

さくご

･･･とはいえ、日々 経過 しています。入居者 、 職員 ともども試行 錯誤 を
くりかえし

たのしく せいかつ

繰り返し、楽しく生活できるようがんばっているところです。
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那須に行ってきました！

]

～利用者一泊旅行～

9月14日（木）～15日（金）、ワークスの利用者慰安旅行が行われました。行き先は、
那須方面。りんどう湖ファミリー牧場・ロマンチック村・宇都宮餃子館･･･。
利用者旅行はみんなで何回も行きましたが、何回行っても楽しいですね！
ところで、今回初めて参加の方が何人かいますね。広報委員にも二人、旅行初参加
の方がいます。その二人に、旅行に行く前と行った後、原稿を書いてもらいました。
へん

行く前 篇･･･こんなこと楽しみにしてたよ！
私は、初めて入って旅行へ行くのがたのしみでした。私は、向へ行っても
けんか他せずみんなと仲間良く行きたいと思います。
（大川雅裕特派員）

カラオケ ケーム ホウルクク さんぽ パチコン おふろ入れ ホテル トラン
プ おみやげ さるみて たのしいてした あそび卓球 食事ビール
（篠崎由美子特派員）

楽しみにしているのがよくわかりますね。何をしようかな？？？
へん

行った後 篇･･･実際はこんなことをしました！
なすこうげ、リンどうこ、ロマチックぼくじょうと旅行へ行かれて、初めていか
れてたのしかったです。おせんもたのしかったです。えんかいも有り たの
しかったです。
ホテルでねれてたのしかったです。ふくべのお面作りもたのしかったです。
あとギョーザの食べ方だいと きゅうけいしてかえってきました。とってもた
のしかったです。ぜひあったら又 この次回もほかの旅行へ行きたいです。
（大川雅裕特派員）

ホテルたのしいてした おみやかいました しゃんつふついました 小林さ
んの おもろってね ギョーサをたべます しよろく おみやけかいました
かわくばせんべいをたべました あついです バスにビデオをみました。か
えります しかれています
（篠崎由美子特派員）

書いてある量が増えていますね。ぎょうざ、おいしかったですよね！写真写るのって、
こういうときしかありませんものね。薄っぺらいけど、ご家族の方にとっては、どんなお土
産よりも勝るのではないでしょうか。
とっても疲れたけど、来年もみんなで旅行、行きたいで
すよネ！行けるかどうか微妙ですが、いけることをみん
なで祈りましょう！！
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人形劇がありました ！ 『かん太の鬼退治』
先日の9月27日、楽しいことがありましたね。
もちろん覚えてると思いますが、人形劇『かん太の鬼退治』。
人形劇、というと、席についてステージを観るというイメージだと思うのですが、
みんなも参加できる踊りあり鳴り物あり、ゲームありの面白い人形劇でした
ね。
大鬼の大きいこと！
二人で動かしたりして、すごかったですね。
この楽しい人形劇は、日産労連という団体が、『チャリティーきゃらばん』と銘
打って、皆さんにプレゼントしてくれたものです。
日産というと、車を思い出しますね。車を作る会社です。そこの労働組合の
方たちが福祉基金を設けて長年、『かん太の鬼退治』のような人形劇を出
前してくれていました。
そして2004年に、「特定活動非営利法人 日産労連NPOセンター『ゆうら
いふ２１』」をとして、さらに活躍を期待されている団体となったのです。
前にも、日産労連さんから、人形劇をプレゼントしてもらったことがありました
ね。
二度あることは三度
ある！
ま た い つ か、『チ ャ リ
ティきゃらばん』さんの
人形劇をみたいもの
ですね！

あ あ、た の し か っ
た！！！！
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『バザーまつり』から『

]

』へ

また今年も、バザーの季節が巡ってきます。
去年まで、『バザーまつり』の名前で、皆さんにご協力いただいていました。
バザーや出店、イベントが盛りだくさんの一日でしたね。
一日中楽しく遊んだものでした。
さて、おかげさまで15回を数えた『バザーまつり』も今年
は、新 装 開 店 す る こ と に な り ま し た。名 前 も 変 え て、
『ワークスあきまつり』となります。
変わったのは、名前だけではありません。
まず、皆さんの参加する場所が飛躍的に広がりました。
今までは、喫茶ベーカリー以外の人は、ワークス製品の
販売かチラシ配り・自治会の出し物や輪投げを交代でする他は、午後は全員
で、ホールで行う出し物を観ていたと思います。
でも、今年は！ひとあじ違います。
各作業場で今年はどんな出店をするか、会議をしましたね。皆さんのところ
は、何をしますか？
そうです。今年は、みんなで売る側・提供する側に回ります。楽しむだけでな
く、お客さんを楽しませる側になるのです。さて、ご来場いただいた地域の皆
さんに、どれだけ楽しんでいただけるのでしょうか？皆さんの腕の見せ所で
す。
それから大きく変わったところは、主催が、『いわまワークス家族会』ではなく、
『いわまワークス賛助会』になったということでしょうか。
これは字面が変わったということだけではなくて、家族の方がワークス（利用
者･職員）とがんばるのではなく、地域の方も家族の方もワークスと一緒に、
みんなでやっていきましょうということです。賛助会はそのための会なので
す。
賛助会も今年度から始まったばかりで、まだ手探りの状態です。『ワークスあ
きまつり』を通して大きく育てていきたいものです。
それにはまず、みなさんが頑張って、『ワークスあき
まつり』を成功させることが大事です。
ありがたいことに、多くの方のご協力があります。共
催の岩間市民プラザを通して、ご協力くださっている
七澤清貴さんとお仲間や、腹話術やマジックで盛り
上げてくださる方、ボランティアの方々･･･。
すばらしい方々に負けないように、わたしたちも頑
張りましょうね!
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ワークス利用者に聞きます！アンケート第23弾

『テレビは何を見ますか？』と『花束をあげるとしたら誰にあげますか？』
今回の利用者アンケートは
① テレビは何を見ますか？
② 花束をあげるとしたら誰にあげますか？その理由は？
というふたつのアンケートを実施しました。
①は、圧倒的な支持で第１位は“アニメ”でした。その内容も、名探偵
コナン、サザエさん、ちびまるこちゃんなどおな
じみのアニメでした。第２位は“サスペンス”で
した。２時間ドラマを見て、みなさん犯人を色々
予 想 し て い る の で し ょ う か？！第 ３ 位 は
“ニュース”でした。みなさん日々世の中の動き
を感じ取っているのでしょう。知的ですね。第４
位が“お笑い”でした。今まさにお笑いブームと
言われていますが、みなさんもこの波に乗っているんですね！！テ
レビの前でおなかを抱えて大笑いするのは
楽しいですよね。笑いは健康にもイイなん
て言われているんですよ☆他にも、ドラマ、
クイズ番組、スポーツ、歌番組、料理番組な
どあがっていました。みなさん何かしらテレ
ビは見ているようで、みなさんがテレビっ子
だということがよくわかるアンケート結果だ
と思いました。
②は、どんな結果になるのか楽しみにしていたところ、
みなさん予想を裏切らない素敵な回答を下さいまし
た！！では、いってみましょう。第１位は“家族に”でし
た。理由は、日頃お世話になっているので感謝の意味
を、大切だからといった心のこもった意見が多数寄せ
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られました。次に多かったのが、なんとワークス職員のI川さんにとい
うことでした。その理由が、綺麗だから、かわいいからだそうです。み
なさんからの支持が非常に多かったI川さんにこの事について感想
を頂きました！「感無量です。花束を贈ってくださるなんて言って
くれるのはみなさんだけです。そのイメージを崩さないように、も
ぎたてオレンジのようなさわやかさを出していきたいと思います
（無理！）本人談」
他には、友達、誕生日の人、結婚する人、藤岡弘
（仮面ライダーが好きなのでしょうか！？）、女
性の方、所長、作業場の職員に、などがあがりま
した。理由としては、やはり感謝の意味を込めた
ものが多く、他には、好きだから、幸せにするた
めなど心温まる意見がとても多かったです。職
員編でもやはり、家族に花束を贈るというのが
ダントツでした。案外普通っぽいです。すみませ
ん…今回はオモシロイオチがありません。そんなわけで、みなさん日
頃の感謝を思い切って誰かに伝えてみてください！

喫茶

eN5yIz からのお知らせ

平成18年11月1日より、ホットブレンドコーヒー
とホットアメリカンコーヒーがお
かわり自由になります！
価格は300円で今までと同じ！おい
しさは倍増！

ぜひおためしを！

check it out!
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偕恵いわまワークス賛助会からのお知らせ
地域福祉の拠点として、障害者福祉の拠点とし
て、身近にある偕恵いわまワークスを知っていた
だき、さまざまな活動にご参加いただくととも
に、賛助会員としてご支援・ご協力をぜひ
お願いいたします。
年会費 個人1口 1,000円
団体1口10,000円

▼お申し込み・お問い合わせは▼
偕恵いわまワークス賛助会担当まで
あわせて

☎045-336-0928
┤ i-works@ninus.ocn.ne.jp

横浜市保土ヶ谷区岩間町1-7-15 〒240-0004
045-336-0928 i-works@ninus.ocn.ne.jp
http://www.kanagawa-id.org/i-works/

8

発行：偕恵いわまワークス
編集：広報委員会
平成18年10月30日発行

