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サービス管理者のつぶやき

個別支援計画とは文字通り利用者お一人お一人に提供される支援の計画な

のだが、計画と銘打つくらいだから、当然達成を目指す課題なり目標が存在

する。利用者皆さんにとって、より良い望ましい状態とでも言ったらよいだ

ろうか。言い換えれば、現状は「どこかに不具合があったり、生きづらさが

あったりする」ということなんだろうと思う。時には対人関係の困難さで

あったり、健康上の問題だったりする。そういった課題が「何なのか」とい

うことが明確ならば計画も立てやすいのだが、そうでない場合は、課題探し

からスタートすることになる。「こんなことで困ってるんです」と相談して

くれれば話は早いのだが、そうは問屋が卸さないのがこの仕事の難しくてや

りがいのあるところでもある。(O)

11月7日　～ＨＳＪ展～



何のために働くか

八王子生活実習所　施設長　岡部智彦

私たちは何のために働いているのでしょうか。

「何をしているのか」と問われれば、もちろん「障害者の支援です」

と答えられるのですが、「なんのために」と聞かれると、もっと上位の

概念を答えなければなりません。農家の皆さんは何のために（あるいは

何故？）野菜を作っているのでしょう。不動産屋さんは、何のために土

地建物の売買や仲介業務を行っているのでしょう。こうした質問をぶつ

けると、必ず「収入を得るため」「家族を養うため」「生きていくた

め」という答えが上位に出てきます。もちろんこれらの答えは誤りでは

ありません。でも、「収入を得るため」が純粋な理由（目的）であれ

ば、不動産屋さんが野菜を作ってもおかしくないし、農家の皆さんが土

地の売買を行っても良いわけです。もっと言ってしまえば、より高い収

入を得たいのならば、有利な条件を見つけてどんどん転職を繰り返して

いけばよいということになります。このように書くと、世の中には確か

に転職を繰り返す方がいますが、拝見しているとどうも収入面が第一の

理由ということでもなさそうです。とすると、仕事を継続している方

は、多少なりとも今のお仕事が「好きという部類」に入っていて「どち

らかというと得意」という印象を持っているということでしょうか。

「嫌いで不得意」な仕事をいつまでも続けるのは苦痛でしかありません

から、自ずと離れていくしかありません。

別の視点で考えてみましょう。私たちは、「障害者支援を通じて」何

を実現したいのでしょうか。利用者とその家族の幸福でしょうか。ある

いは地域福祉の向上でしょうか。どちらも間違いではなさそうです。一

般的にどのような仕事であっても、目の前の仕事を通じて「何をなす

か」という視点を持っているのと持っていないのでは、仕事に向かう姿

勢には雲泥の差がついてしまいます。「目の前の仕事が目的なのか、手

段なのか」ということを絶えず考えていたいものです。そしてその先に

あるものが「自分を利するもの以上に、他人を利するものであってほし

い」と思います。

皆さんは何のために働いているのでしょうか。



プラットホーム

11月6～8日の3日間、第5回目となるHSJ展が、今年も

学園都市センター（東急スクエア11階）第1ギャラリー

で開催されました。今年は昨年に比べ立体作品の出展

が多く、Tシャツなどの布作品の展示には紙管とハン

ガーを使って空間を意識した展示を試みました。来場

者の方からは「お店のディスプレイのように照明が当

たって綺麗ですね」「手に取って裏表が見やすいです

ね」等、嬉しい言葉を数多くいただきました。また、

白地に蛍光カラーの布作品や、黒地の紙や布にカラフ

ルなペイントや大胆なタッチが映える作品も多く、会

場全体が華やかな印象でした。利用者の方も大勢見学

に来場され、「アトリエサークルで作った作品だ」

「これ私の作品！」と嬉しそうに話していました。

（高橋江）

エフォートエフォート　中央大学文化祭

11月2日（金）の秋晴れの日、今年も中央大学の学園祭

『白門祭』に行きました。到着後、中央大学のサークル

『ひつじぐも』の学生と一緒に模擬店が多く並ぶ通りを

歩きました。「いい匂い！」と美味しそうな香りを楽し

みながら、食べたい物を選んでいきました。昼食も学生

の皆さんと一緒に会話を楽しみながら、『ひつじぐも』

出店の熊本名物『鶏だご鍋』を食べて体を温め、のんび

りとお昼休みを過ごしました。午後は小型飛行機の展示

を見て皆で写真撮影をしたり、福引きでお菓子やジュー

スの景品を当てるなど、文化祭の雰囲気を楽しみまし

た。今後も地域の方や学生の皆さんとのつながりを大切

にしていきたいと思います。（水野）



個別外出⑧　～南極・北極科学館～

10月31日（水）イーアス高尾ショッピングモールへ行き

ました。到着後モール内を散策し、ハロウィンの写真ス

ポットで記念撮影を行ないました。昼食はステーキ＆ハン

バーグのレストランに少し早めに入店しましたが、美味し

そうなお料理の香りに皆のお腹の準備も万端で、窓際の景

色の良い席でリラックスして食べる事が出来ました。食後

は目的に合わせて二組に分かれます。みたらしの甘いタレ

をたっぷりと付けてくれるお店のお団子を選ばれた方は、

ほっぺが落ちそうな笑顔で召し上がりました。アニマルカ

フェを選んだ方は猫やフクロウ、ウサギなどの小動物を近

くで眺め、ゆっくり触れ合う事が出来ました。(小川)

10月19日（金）立川市にある「南極・北極科学館」へ行

きました。「南極・北極科学館」は北極と南極をテーマに

した科学施設です。施設へ向かう途中、シェフフジヤとい

うお肉をメインとしたお弁当屋さんでお弁当を購入し、科

学館の休憩スペースで食べました。

科学館内では防寒服やブーツなどの試着体験コーナーや

雪上車、氷や隕石の展示等があり、南極と北極について詳

しく知ることが出来ました。普段見る事の出来ない珍しい

展示物を眺めたり、直接触れながら館内を周り、貴重な体

験をすることができました。後半は、自然豊かな遊歩道を

散策してのんびりと過ごしました。(手塚)

個別外出⑨　～電車でランチ～

10月26日(金)電車でランチに行きました。駅のホームでは

通過する電車を「おお～！」と右から左へ目で追いながらワ

クワクした様子でした。車内では「電車！」と言いながら、

すれ違う電車や流れるような景色をキラキラした目で眺めて

いました。京王線府中駅に到着後、伊勢丹のフードコートで

沢山のメニューの中から「ハンバーグ」や「オムライス」を

選び食べました。昼食後は晴れ渡って気持ちの良い空の下、

駅周辺を散策。帰りの電車内で「楽しかったですか？」と聞

くと、輝くような笑顔で「うん」と頷いたり「楽しかっ

た！」と教えてくれたり、皆さん大好きな電車の旅を満喫し

た様子でした。（石井）

個別外出③
　～カフェ＆ショッピング～



個別外出⑪
　～鉄道博物館～

11月7日（水）沢山の電車に会いに、埼

玉の鉄道博物館へ出かけました。現地に到

着すると、大きなD51機関車が迎えてくれ

ます。ホームを模したエントランス前では

汽笛や車輪の音が響き、現役時代の臨場感

を楽しみました。エントランスに入ると埼

京線が行きかう線路が見え、売り切れる前

に昼食の駅弁を買いに行きました。駅弁は

子供の好きな新幹線やキャラクターのお弁

当箱に入った物から、ご当地の名物が入っ

た物まであり、どれにしようか迷うほどで

した。博物館限定のランチバック付きお弁

当を購入し、電車を眺めながら美味しく頂

きました。館内では新旧様々な電車が楽し

め、乗ったり下りたり十分に堪能しまし

た。希望のお土産も購入でき、電車づくし

の一日となりました。（高橋江）

10月26日（金）文京区後楽園の東京ドー

ムにある「野球殿堂博物館」へ出かけまし

た。プロ野球、アマチュア野球の歴史と現

在をわかりやすく展示していました。

「バッターボックス体験」をしたり「リ

リーフカー」に乗ったり、博物館内を楽し

みました。引退した選手のユニホーム、グ

ローブ、バットなどを見て「かっこいいで

すね」「懐かしいですね」など話が盛り上

がりました。その後はMLBカフェで昼食で

す。ハンバーグ、ケイジャンチキンなど好

きなものを食べながら、大画面で「ワール

ドシリーズ」を観て満足そうな表情の皆さ

んでした。（福田）

個別外出⑫　～新江ノ島水族館～

11月9日（金）新江ノ島水族館に行きました。行きの車内

ではどんな生き物が見られるか話が弾みます。到着後、まず

は優雅に泳ぐウミガメを見ながらお弁当を食べました。その

後は念願のイルカショー見学です。イルカのジャンプやプー

ルサイドでのスライディングに目を丸くして、「おお！す

ごーい！」「かわいい！」と大盛り上がりの時間となりまし

た。後半は大水槽の前で様々な魚を見たり、ペンギンやクラ

ゲ、チンアナゴなどの展示をじっくり鑑賞しました。最後は

お土産を購入し、「楽しかった！」と大満足の一日を過ごし

た皆さんでした。（萬歳）

個別外出⑩
　～野球殿堂博物館～



グループ往来
おやつレクやフィットネス、ドライブ、他施設のお

祭参加など、11月の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～

今回は、フィットネス活動の様子をご紹介します。

軽快なBGMが流れる中、皆で１,２,３…と声を掛け合いながら、足のタッピングや膝

のの屈伸、上半身ひねり、背筋をゆっくり伸ばすなどのストレッチを行いました。

身体がほぐれると、それぞれのペースでホール内を歩いたり、車椅子で移動しま

す。ホール内にはカラフルな風船がぶら下がり、いろんな場所にゴムロープが渡って

いて、ふわりと動く風船に触れたり、ビヨーンと伸びるロープの感触を楽しむ皆さん

でした。（小川）

今回は、大人気のスコーン作りを行いました。ホットケーキミックスにバターや牛

乳、更にアクセントに刻んだチョコレートを入れました。ヘラでミックス粉をくるく

ると混ぜたり、手でパキパキとチョコレートを細かくしたりと皆さん一生懸命に作業

してくれました。オーブンから良い香りがする中、こんがりと焼き色が付いた「ス

コーン」を皆さん美味しさが伝わるような満面の笑みで食べていました。　(石井）

風船の感触を確かめます

チョコレートを小さく割ります 生地を混ぜます 美味しく食べました

宙　～そら～

音楽のリズムに合わせて行います お手本のような屈伸です



みんなで揃って歩いています

風グループの皆さんはドライブや散策が大好きで、お天気に恵まれた日には良く

外に出掛けます。今回は実習所にほど近い片倉城跡公園までドライブしました。園

内ではモミジやイチョウなどが鮮やかな紅や黄に彩られ、とても素敵な雰囲気を醸

し出しています。そんな秋の景色を楽しみながら、蓮沼や水車小屋前をゆっくり散

策し、彫刻広場のベンチに腰掛けひと息つきました。太陽の温もりを感じて皆さん

とても良い表情をしていました。（清水数）

ドナルドと一緒です

風　～かぜ～

星　～ほし～

ベンチに腰掛けひと休み

11月10日（土）、八王子福祉作業所で行われているハチウェルフェスタに行きま

した。移動水族館では「色がきれいだね」と言って、色とりどりの魚の鑑賞を楽し

みました。館内ではマクドナルドのマスコットのドナルドに声を掛けられ、握手し

たり、一緒に記念写真を撮っています。「お祭り楽しかったですね」「また来年も

行きたいですね」と帰りの車内で笑顔を見せる皆さんでした。

（福田）

腕を組んで仲良しです

記念写真をとりました 色とりどりの魚を見ています



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5-8名 区分6-41名

実利用者延べ数　　　　　　　　　　　　  1,173名

10月期利用率                   109.5パーセント

リスクマネジメント情報

事故件数累計                         　 2件

軽微事故件数累計                    　  7件

ﾋﾔﾘﾊｯﾄ件数累計                       　 0件

苦情情報

苦情受付累計　　　　　　　　　　　　　　0件

要望受付累計　　　　　　　　　　　　　　0件

12月

12月はお楽しみのクリスマス会やお餅つきの行事がありま

す。皆さんには一年の終わりを笑顔で締めくくり、冬期休暇を

迎えて頂きたいと思います。

事業概要報告 報告対象月　平成30年10月分より報告

10月

日 曜 午前 午後

　１ 土 災害伝言ダイヤル

　８ 土        土曜開所日①        土曜開所日①

１１ 火 内科検診（宙・風）出構医師

１３ 木 保護者会　10:30～ 　　

１９ 水 　　　 はあとてらす

２２ 土 土曜開所日② クリスマス会 土曜開所日② クリスマス会

２８ 金 餅つき

編集後記

皆さんのお手元にかがやき１１月号が届く頃にはもう冬を迎えている事と思います。例年に

ない猛暑に見舞われた夏から、やっと涼しくなったと思ったのがつい先日の事…と、月日の

経つ早さに驚くばかりです。さて、師走を迎え公私共に忙しい一カ月となりますが、心に余裕

を持って一年を締めくくりたいと思います。

次回は12・1月合併号となりますので、1月末にお会いしましょう。（Ｏ)

日 曜 午前 午後

　５ 土 土曜開所日①新成人を祝う会 土曜開所日①

　８ 火 内科検診（海・星）出構医師

１０ 木      保護者会　10:30～

１２ 土        土曜開所日②        土曜開所日②

３０ 水 　　　 はあとてらす

1月
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