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サービス管理者のつぶやき

時々、夜間の道志道を自動車で走ります。これまでも様々な野生動物を目にしてき

ましたが、先日はハクビシンを見ました。ご存知のようにハクビシンは各地でトウモ

ロコシなどの農作物を荒らすため、害獣として取り扱われています。そのルーツは

はっきりしないようですが、明治時代に毛皮用に日本に持ち込まれたものが増えたと

いうことが定説になりつつあります。

最近、有毒の火蟻（ヒアリ）が日本に上陸したことが確認され話題になっていま

す。以前にはやはり有毒のセアカゴケグモが日本上陸したという話題がありました。

輸入の材木などに潜んで日本に入ってくるものもありますが、アカミミガメやブラッ

クバス、古くはマングースやアフリカマイマイのように、有益として輸入され現在で

は生態系を壊す存在として害獣扱いとされているものも少なくありません。新しいも

のには飛びつかず、慎重に考えるというのが賢明なようです。(Y)

宿泊旅行⑤宿泊旅行⑤
～花の都公園にて～～花の都公園にて～  



自己決定支援

八王子生活実習所　施設長　安田喜人

雨に打たれる紫陽花の鮮やかな色どりが楽しみな季節になりましたが、

雨が少ない梅雨で紫陽花やそこに似合うカタツムリも戸惑っているのではと

考えてしまいます。晴れの一日、来年の花を楽しむために実習所内の植木の

手入れを行いましたが、所内の梅が色づいていることに気づきました。完熟

梅の収穫も近いようです。

今年度の支援課題の一つに、利用者の自己選択・自己決定の言語化を挙

げました。障害の重い方たちの自己決定や自己選択に関して、八王子生活実

習所としてどのように考えどのように支援をしてゆくのか整理し、まとめ、

文章化するという目標です。

八王子生活実習所では、利用者の幸福実現を施設目標としています。そ

れと同時にすべての人の存在そのものに価値があることを理解し、利用者の

尊厳を守ることを基本姿勢としています。「何をもって尊厳を守ることとす

るか」については、自律した生活の提供をすることと考えています。成人し

た利用者の方たちに自己選択権・自己決定権があり、その自己選択や自己決

定をする機会を、増やし尊重してことが利用者の生活の質の向上に繋がるの

です。

当然、障害の重い方たちは、複雑な内容や人生を決定する機会での意思

決定などで困難な場合が少なくありません。しかし、支援する中で好きなも

の、楽しいこと、嫌いなものなど意思を明確に伝えてくれます。その思いを

丁寧に拾い、実現することが利用者の生活の質の向上に繋がると考えます。

先日、海グループの懇談会が行われました。ご参加してくださったご家

族には利用者と一緒にコラージュの制作活動をしていただきました。利用者

が好きそうな写真やイラストなどを利用者と一緒に選び、張り付けて作品に

するという活動です。写真を選ぶことも好きそうなものというのも、確実に

選択してもらえているか不確実なところがありますが、作品が完成するとそ

の人らしいと感じる作品になります。これは、一つひとつのことを利用者と

向き合い丁寧に確認することで、本人の意思を読み取り作品に落とし込むこ

とができているからと考えます。

利用者の生活の支援も、今以上に一つひとつ丁寧に確認しながら進める

ため、自己決定の支援をまとめたいと考えます。



宿泊旅行第５回目は「山中湖・花の都公園」と「ふじさんミュージアム」に行きまし

た。出発時には雨が止み、山梨方面へ向かうにつれて念願の晴れ間が出てきます。

最初は山中湖畔にあるイタリアンレストラン「キャンティ・コモ」で昼食です。お洒落

な店内で山中湖を眺めながら食べるピザやパスタ、チョコレートドリンク等は格別でし

た。その後、近くにある花の都公園に行きました。入り口で集合写真を撮った後、まずは

売店でお土産をじっくり見て、どれにしようか考えました。その後様々な花が咲いたドー

ムや芝生の広場、遊具などを思い思いに楽しみます。広場を進むと水車や滝、藤棚など目

にも楽しい景色が点在していました。遊具では風景を楽しみながらブランコやシーソーで

体を動かす方もいました。

　二日目は快晴に恵まれました。最初に訪れた「ふじさんミュージアム」は四季折々の

富士山の美しい風景をプロジェクションマッピングで眺められたり、織物など富士吉田の

歴史を知ることが出来ます。富士山の絶景が見られる休憩スペースでは、写真撮影をしな

がらゆっくり過ごしました。昼食はレストラン・ハーベステラスでお腹を満たし、その後

は隣接する「道の駅富士吉田」でお土産の購入です。そして雲一つ無い富士山に見送られ

てバスは出発しました。バスの中では当日誕生日を迎えた方と数日後に誕生日を迎える方

に、メッセージとハッピーバースデーの歌でお祝いをしました。実習所までの時間も盛り

上がり、最後まで笑顔溢れる旅行でした。（小川）

プラットホーム

アートHS J展

宿泊旅行④
～フルーツ公園とドレッシング作りの旅～

宿泊旅行⑤
～花の都公園とふじさんミュージアムの旅～

宿泊旅行第４回の一日目は『笛吹川フルーツ公園』へ行きました。実習所を出発し、車

内は旅行の行程について盛り上がります。『笛吹川フルーツ公園』へ到着し、昼食は園内

のお洒落なカフェでフルーツカレーやフルーツサンドを注文し、新鮮なフルーツ料理を美

味しく食べました。昼食後は園内の見学です。くだもの館には、ぶどうと桃を中心にくだ

ものの歴史や文化を学べる展示や、タッチパネル式のフルーツクイズ、フルーツの香り当

てゲームなどがありました。くだものの果実と種の組み合わせを当てるスロットマシーン

では、利用者の皆さんも「正解！やったね！」「惜しい！」と笑顔でした。その後、信玄

餅や山梨限定のお土産を購入しました。

二日目は『マルサマルシェ』でフルーツドレッシング作りを行いました。桃のフルーツ

ペーストやオリーブオイル、酢などを容器に入れ、シャカシャカと振りました。皆さん上

手に混ぜてオリジナルのドレッシングが完成です。昼食は『里の駅いちのみや』で山梨名

物のほうとうを食べて「美味しいね」と嬉しそうな表情でした。昼食後は店内でお土産を

購入したり、旅行の思い出を話したりしながら過ごしました。帰りのバスでは「楽しかっ

たですね」「お土産喜んでくれるといいですね」と皆さん満足そうな様子で話が弾みまし

た。（石井）



アートHS J展

第６回は「リニア見学センター」と「笛吹川フルーツ公園」へ行きました。「今日

は旅行だよ」「行ってきます！」と元気に実習所を出発し、道中では歌を歌ったり、

工程の確認をしながら、和気あいあいと目的地に向かいました。まずは「道の駅つ

る」で昼食を食べました。富士湧水ポークを使用したハンバーグをとても美味しそう

に召し上がる皆さんでした。昼食後は「山梨県立リニア見学センター」へ行きまし

た。館内に入ると、実寸大のリニア模型がお出迎えです。前に並んで集合写真を撮

り、磁力浮上を体験できるミニリニアに乗ったり、実際に走るリニアを見学したりし

ました。初めて見る実物のリニアに、皆さん大興奮でした。

二日目は晴天に恵まれ、清々しい気持ちで「笛吹川フルーツ公園」へ向かいまし

た。途中フルーツロードという両側に果樹のある道路を走り、期待が膨らみます。高

台にある公園ということもあり、展望スペースから見る景色は絶景でした。くだもの

館では果物に関する展示物を見たり、果物をモチーフにしたゲームで競い合ったり

と、興味津々で見学をしていました。昼食は園内にあるレストランガイアでオムライ

スや豚丼などを笑顔で頬張り、満足そうな様子でした。レストランからの景色も絶景

で、外を眺めながら「美味しいね」と嬉しそうな表情で話し、くつろぎました。昼食

後はカフェに立ち寄り、果肉入りのソフトクリームを満喫したおやつタイムになりま

した。雨に降られる事も無く、皆さん元気に楽しんだ二日間でした。（内田）

宿泊旅行⑥
～リニア見学センター＆笛吹川フルーツ公園の旅～

宿泊旅行第5回目は「山中湖・花の都公園」と「ふじさんミュージアム」に行きまし

た。出発時には雨が止み、山梨方面へ向かうにつれて念願の晴れ間が出てきます。

最初は山中湖畔にあるイタリアンレストラン「キャンティ・コモ」で昼食です。お洒落

な店内で山中湖を眺めながら食べるピザやパスタ、チョコレートドリンク等は格別でし

た。その後、近くにある花の都公園に行きました。入り口で集合写真を撮った後、まずは

売店でお土産をじっくり見て、どれにしようか考えました。その後様々な花が咲いたドー

ムや芝生の広場、遊具などを思い思いに楽しみます。広場を進むと水車や滝、藤棚など目

にも楽しい景色が点在していました。遊具では風景を楽しみながらブランコやシーソーで

体を動かす方もいました。

二日目は快晴に恵まれました。最初に訪れた「ふじさんミュージアム」は四季折々の富

士山の美しい風景をプロジェクションマッピングで眺められたり、織物など富士吉田の歴

史を知ることが出来ます。富士山の絶景が見られる休憩スペースでは、写真撮影をしなが

らゆっくり過ごしました。昼食はレストラン・ハーベステラスでお腹を満たし、その後は

隣接する「道の駅富士吉田」でお土産の購入です。そして雲一つ無い富士山に見送られて

バスは出発しました。バスの中では当日誕生日を迎えた方と数日後に誕生日を迎える方

に、メッセージとハッピーバースデーの歌でお祝いをしました。実習所までの時間も盛り

上がり、最後まで笑顔溢れる旅行でした。（小川）



6月24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「共に生きる豊か

さのために　～発達障害のある“子どもたち・人たち”と

共に生きる生活～」です。前半は田中哲氏を招き、「発達

障害のある方と共に生きる」を主題に基調講演を行って頂

きました。後半は島田療育センターの小沢浩氏をはじめと

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、発達障害に対する

関心の高さを改めて実感しました。誰もが豊かに生きるこ

とを目指し、今後も利用者支援とともに啓発運動を継続し

て参りたいと思います。（吉山）

エフォートエフォート
武蔵野会セミナー

夏休み陶芸教室

八王子生活実習所では今年度も

地域の皆さんと一緒に花火大会を

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への配慮

として、椅子やテーブルを配置

し、館内のトイレの開放をはじ

め、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29年7月22日(土)

　　　　17:00～20:30

　　　　(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

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29年7月22日(土)

　　　　10:00～12:00(雨天決行)

【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：金子・板谷・津川

【締切】定員になり次第

八王子夏祭り開催



グループ往来
のびのびと体を動かしたり、外出したりと梅雨前の

季節を満喫しました。季節の創作活動や個性が光る

コラージュなどアート活動も行いました。各グループの

様子をご紹介します。

宙　～そら～

海･渚　～うみ･なぎさ～

ホール活動で「軽運動＋リトミック」を行いました。

カラーボールやスポンジ素材の積み木の他に、トランポリンやハンモックを用意し、

様々な感触や感覚が体験できるものを用意しました。活動時間中は各々が好きな場所や興

味のある道具を選び、体を動かします。積み上げた積み木にカラーボールを当てるなど、

道具を組み合わせて楽しむ方もいました。音楽に合わせてハンドベルやドレミマットを

使ったり、その音に合わせたリズムで職員とハンモックやトランポリンでゆらゆらと揺れ

たり、個々のスペースを大切にしながらも一体感のある活動となりました。（菅）

宙グループの創作活動についてご紹介します。

梅雨に入りあじさいが綺麗に咲く時期に合わせて、今回はあじさいとかたつむりを作成

しました。あじさいはプチプチシート（気泡緩衝材）にインクを付けて画用紙に押し、水

玉柄にしました。かたつむりはぐるぐる巻きにした段ボールをスタンプとして使い、渦巻

き模様を作ります。

皆さん「かたつむり～♪」と歌いながら、スタンプを押した色画用紙にあじさいの葉や

かたつむりの顔を貼り、可愛い作品が完成しました。（石井）

スポンジの積み木や
 ボールに触れます

音楽を聴きながらマットで
　　ストレッチをしました

それぞれが好きな場所を
　　　　見つけました

あじさいの模様を付けます かたつむりのスタンプを
押します

可愛い作品が出来ました



今月の風グループはアート活動の様子をお伝えします。今回は紙粘土細工とコラー

ジュを実施しました。どちらの活動を行いたいか選択してもらい、紙粘土組とコラー

ジュ組とに分かれて同じ空間で開催しました。

色とりどりの紙粘土を丁寧に丸める方や、手のひらで元気よく粘土をたたく方など、

粘土の感触を笑顔で楽しむ皆さんです。コラージュでは好きな車や電車等の写真やイラ

ストを選んで貼り重ね、色鮮やかな作品を作りました。

皆さん思い思いの方法で自己表現を行い、アート活動を楽しみました。（清水） 

感触を楽しみながら
形を作ります

5月26日(金)～6月9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。八王子生活実習所からは星グループの一閑張と風グループの

陶芸を出品しました。

ドライブの時間に訪問して、作品展示即売会を楽しみました。他施設から出品され

ている様々な作品を見て感心した様子で頷いたり、手に取って触れてみたりと、思い

思いの感想を持った様子でした。

これからも様々な方に関心を持っていただきながら、多様な作品作りを継続したい

と思います。（吉山）

様々な作品がありました
八王子生活実習所の
　　　　作品です

大きな乗り物の写真を
　　　貼り重ねます

風　～かぜ～

星　～ほし～

粘土を転がして丸めました

興味深く見ています



実習所月予定

事業概要報告 報告対象月　平成29年5月分より報告

利用者数情報

利用者現員数                         　52名（定員40名）

障害者支援区分 区分2-1名 区分4-3名 区分5-6名 区分6-42名

実利用者延べ数　　　　　　　　　　　　1,042名

5月期利用率                   118.4パーセント

リスクマネジメント情報

事故件数累計                         　 0件

軽微事故件数累計                      　5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

5月

日 曜 午前 午後

　１ 土 災害伝言ダイヤル

　５ 水 　　　　懇談会（風）

　６ 木 　宿泊旅行⑦（～７日） 宿泊旅行⑦

　８ 土 土曜開所 土曜開所

１１ 火  内科検診（海・星）出構医師

１２ 水 精神科相談　鶴田医師

１３ 木
保護者会　１０：３０～　
宿泊旅行⑧（～14日）

宿泊旅行⑧

１９ 水 懇談会（星）

２９ 土 　　　　　土曜開所 　　　　　土曜開所

今年度の宿泊旅行もいよいよ最終回が近付いてきました。

山梨方面を中心に様々な場所を訪れ、楽しい体験や素敵な

景色、そして多くの人の優しさに触れる旅行となっています。

編集後記

空梅雨が続くかと思われた6月中旬、八王子では昼間に雹（ひょう）が降りました。実

習所では降所準備を行う時間帯でした。突然の出来事に、居室や玄関から雹を見て

目を丸くする方や、バチバチという音に驚く方、珍しさから「わあ…！」と笑みを浮かべ

る方もいました。貴重な体験となりましたが、残念ながら作物の被害は免れませんでし

た。天災は予測が難しいですが、心づもりはしておきたいものですね。（Ｋ）
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