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サービス管理者のつぶやき

2月の末になっても、気象予報では時々「関東地方に雪が…」という情報が出ま

す。その予報をはらはらしながら睨み、雪の情報が消えてホッとしている昨今で

す。そうしながらも、春は確実に近づいています。西の方から確実に来ているのは

「スギ花粉」の飛来です。2月の中頃に静岡で車を停めると、車体に黄色い粉がつ

いてしまい洗車が必要でした。3月が間近になると、八王子でも車体に粉が降るよ

うになりました。晴れた日の空も、これまでのすっきりとした青空から、霞のよう

に何となくかすんだ空に変わったように思います。花粉症の方には大変お気の毒な

季節です。ご自愛ください。(Y)

障害者文化展　表彰式



フクシゴトカフェ

八王子生活実習所　施設長　安田喜人

いつまでも寒い日が続きます。それでも3月になると少し暖かくなるとい

う報道があり、少しホッとしています。生活実習所の桜のつぼみは、まだ固

いままです。先日、河津桜の木を見る機会がありました。寒い中でしたが、

つぼみが膨らみ、花の先端が少し覗いていました。春は確実に近づいてきて

いるようです。

2月14日（水）にフクシゴトカフェという、学生に福祉の仕事を紹介する

機会があり、参加しました。今の大学3年生を対象にした企画で、31年度以

降の就職についての説明会になります。一般社団法人FACE to FUKUSHIとい

う事業者が企画し、武蔵野会の職員が福祉の仕事を紹介するというもので

す。福祉の就職説明会などではなかなか人が集まらず苦労していますが、今

回は70名に近い学生が集まってくれました。

最近の学生の福祉離れは甚だしく、福祉職を養成する学校では生徒集め

に苦労しています。福祉関係の学校に入学しても、実際に就職先に選択する

のは企業の福利厚生的な仕事をするようで、社会福祉法人を就職先に選ぶこ

とや、障害者支援を仕事にする学生は減少傾向です。東京都社会福祉協議会

が主催し、都内の社会福祉法人を紹介する企画を用意しても、求人する側よ

りも求職者が少ないという状況の中、70人近い学生が集まったことは快挙と

言って良いのではないでしょうか。

今回の学生の集め方は、ポスターやチラシなどによるものと、LINEや

TwitterなどのいわゆるSNSを活用したものの、つまり紙面とネットの両面で

の学生集めがポイントのようです。企画も重要ですが、昨今は学生に合わせ

た紹介の仕方も必要になってきていることが分かります。

当日は武蔵野会の職員の中でも、比較的若い職員が中心となり、福祉の

仕事の良さや、武蔵野会の良さをアピールしました。学生により近い感覚を

持った職員が相手に親近感を持ってもらうという理由です。私のような高齢

者は、若い職員からSOSがあったときに手助けをするという役目です。普段

は現場で先輩職員に囲まれて不安そうな顔を見せることもある世代が、自信

たっぷりに自分の施設の紹介をしていました。様子を見ていると、その世代

が将来の武蔵野会を担ってゆく時代が来ることを実感し、頼もしくもありま

した。



プラットホーム

第32回
八王子市障害者文化展

1月17日から21日に八王子駅北口の学園都市センターで「感じたままに伝えたい」第32回

障害者文化展が開催されました。この文化展は日頃から制作に取り組んでいる、市内の障

害者施設や団体、個人から作品を募集して展示されます。

今回は絵画や書画、造形など個性豊かな178点の作品が集まりました。実習所からは宙、

海、風、星の各グループから1点ずつ作品を出展しました。出展作品を紹介します。

（板谷）

「青空」
　宙グループ
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土を手に取り、強く握る、指でつまむ、ち

ぎる、たたくなど、自由に形づくります。

次は蛍光塗料を白い布に吹き付けます。広

くまんべんなく吹きつける方がいれば、小

さく集中させる方もいて様々です。ブラッ

クライトに照らされた「小宇宙」の様な世

界をどうそお楽しみください。

「およげタイヤキ
　　　　あっちむてホイ！」

星グループ

みんなで話し合い図案を選びました。

5月から制作を始め、切手の色分けや色

ごとの貼付けなど、細かい作業を少しず

つ丁寧に進めてきました。「この色入れ

るとキレイだね」「目はどの切手にす

る？」など、会話も弾みます。グループ

13名で力を合わせて完成です！

マスキングテープ使用して、好きな長さにち

ぎって貼りました。テープを積み重ねることで、

宙グループらしい青空が出来ました。



くすのきアート展

　1月17日(水)～21日(日)に感じたままに伝えたい」第32回障害者文化展が開催されまし

た。八王子生活実習所からは各グループの力作4点の出展でした。昨年は「向日葵」で努

力賞を受賞した星グループが、今回出展した切手絵「およげたいやきくん」で奨励賞を受

賞しました。

　授賞式は文化展に開催前日に行われました。受賞者の施設名や名前が呼ばれるたびに、

星グループのメンバーは緊張した面持ちになります。ついに「八王子生活実習所　星グ

ループ様」と呼ばれ、八王子市長と対面です。賞状を読む市長を真剣な眼差しで見つめ、

賞状と記念品を授与されると緊張がほぐれたように笑顔で「ありがとう！」と伝えまし

た。

　授賞式後は室内に展示されている様々な作品を鑑賞したり、記念撮影をしたりしまし

た。「これが好き！」「実習所の作品もあったよ」と感想を話しながら会場を後にしま

す。実習所に戻ると「見て―！」と賞状を掲げ、皆さんで喜びを分かち合いました。

　来年度もアート活動を始めとした様々な活動に取り組み、皆さんと一緒に気持ちのこ

もった作品を作りたいと思います。（吉山）

　1月13日より同法人の東堀切くすのき園にて「第3回くすのきアート展」が開催されまし

た。東堀切くすのき園と八王子生活実習所の施設間で作品発表を交互に行い、早3年とな

ります。今年度はHSJ展に出展した5名の作品を、くすのきアート展に出展しました。

　くすのきアート展は東堀切くすのき園、八王子生活実習所、白鳥福祉館、大島めぐみの

園といった4施設の作品が集う展示会です。その為、幅広いジャンルの個性豊かな力強い

作品が会場内を埋め尽くしました。活動風景やイベントの様子を映像化し、臨場感あふれ

る紹介方法を取り入れた展示会でした。来場者としても見応えがあり、施設職員としても

参考になる展示に触れることが出来ました。（高橋江）。(宮道)

エフォートエフォート障害者文化展
表彰式



武蔵野会後援会について

社会福祉法人武蔵野会が運営する各事業所の利用者の皆さんのために、

よりよい環境や施設の円滑な運営などを物心両面から支える組織として武

蔵野会後援会があります。

使用済み切手やベルマーク、書き損じ葉書の収集や後援会費でのご協力

等様々な形でご参加戴けます。お申し込みお問い合わせは下記後援会事務

局もしくはお近くの武蔵野会各事業所までお願いいたします。

武蔵野会後援会事務局    〒１９３－０９３１

東京都八王子市台町１－１９－３

電話　０４２－６２６－９７７２

バレンタイン

今年度からの新たな取り組みとして「ICTサロンボランティア養成講座」を全5回の

課程で開催しました。この講座では、障害を持つ方々がiPadなどの情報機器を利用す

る際に、サポートするボランティアとして活動していただくために必要な知識を学ぶ

ことを目的としています。

講習スタッフには八王子市心身障害者福祉センターでの講師経験が豊富な「情報ボ

ランティア障害者支援の会」にお願いしました。今回の講座には地域から10名の参加

があり、前半は障害種別ごとの特性理解と体験キットを使って学びを深め、ドロップ

トークや知育アプリなどを使用して、利用方法などの体験講義を行いました。後半は

利用者の皆さんと関わりながら、実習を通して実際の活動方法を学びました。受講者

からは「ICTの活用で、障害のある方の可能性が広がることを知ることができた」とい

う感想をいただいています。

講座を修了してからは、日中活動プログラムとして「ICTサロン」を毎月2回実施

し、活動の中でボランティアとして参加していただいています。サロン活動ではiPad

だけではなく、視線入力装置を用いたパソコン操作なども取り入れました。職員も一

緒に学びながら、コミュニケーションの幅を広げられるよう、情報機器の活用機会を

増やしたいと思います。（板谷）

ＩＣＴサロンボランティア養成講座



グループ往来
2月の活動紹介では、グループで行った節分のイベン

トや晴天の日のお散歩、そしてバレンタインにちなんだ

チョコレートファウンテンの様子をお伝えします。

宙　～そら～

海･渚　～うみ･なぎさ～

 海グループは、バレンタインにちなんでチョコレートファウンテンのおやつレクを行

ないました。食堂に入ると、クルクル回って流れ落ちるチョコレートが目を引きます。カ

ステラ、バナナ、ポテトチップス等、それぞれ好みの食材を選んでチョコを掛け、そーっ

と口に運びました。食べた後は思わず笑みがこぼれる皆さんです。他グループの皆さんに

も声を掛けて、午前午後ともに賑やかな時間となりました。ポップな曲が流れる食堂は、

終始皆さんのワクワクした笑顔が溢れるパーティ会場のようでした。（小川）

 宙グループでは創作活動の時間にミニ節分イベントを行いました。まずは鬼の顔作り

です。風船を用意し、目や口をテープでくっつけます。パーツの位置によって怒った顔に

なったり、思わず笑ってしまうような顔になったりして、色々な表情を楽しみました。完

成した鬼の顔を天井にぶら下げ、いよいよ鬼退治の時間です。「鬼は外！」の掛け声に合

わせて、桃太郎の絵をつけた先が尖った棒で鬼を退治します。パン！と風船が割れると、

中から七福神のカードが出てきました。これこそまさしく「福は内」ですね。今年も皆さ

んにとって福がたくさん舞い降りる一年となりますように。(宮道)

　　どれにするか迷います チョコレートプリンを食べましたウェルカムボードでお迎えします

面白い顔にしましょう 可愛くできましたね 鬼退治の時間です

宙　～そら～



それぞれのペースで歩きます

　今月の風グループは散策の様子をご紹介します。

　お日さまの温もりが気持ちよい晴天の下、実習所すぐ近くの富士森公園まで散策に出掛

けました。

　園内は先月降った雪もすっかり解け、小さな子供たちが遊具で元気よく遊んでいます。

大好きな散策に笑顔を浮かべながら、坂道をものともせずしっかりとした足取りで歩いく

風グループの皆さんでした。（清水数）

ボールを当てます 福が集まりました

風　～かぜ～

星　～ほし～

「鬼、やっつけるよ！」

歩調がきれいに揃っています

 2月3日(土)に、お楽しみ会で節分イベントを行いました。まずは節分アニメを鑑賞し

て節分について学びます。その後はチーム対抗戦で節分ゲームを行いました。チラシを丸

めてボールを作り、鬼のイラストにボールを当てます。僅差で『豆チーム』が勝利し、ハ

イタッチで喜びを分かち合いました。その後は鬼のイラストをチラシと一緒に丸めて、丸

めたボールを福に見立てた福集めゲームを楽しみます。「鬼は外！」「福は内！」と元気

な声が部屋中に響き渡るお楽しみ会となりました。今年も鬼を寄せ付けず、福が舞い込む

一年にしたいと思います。（吉山）

最高の笑顔です



実習所月予定

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4-2名 区分5-9名 区分6-41名

実利用者延べ数　　　　　　　　　　　　947名

1月期利用率                   112.7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                       　 4件

苦情情報

苦情受付累計　　　　　　　　　　　　　　0件

要望受付累計　　　　　　　　　　　　　　0件

3月

2月は1月に増して、寒い日が続きました。引き続きインフ

ルエンザが流行していますので、「手洗い、うがい」を徹底し

て乗り切りたいと思います。

事業概要報告 報告対象月　平成30年1月分より報告

1月

日 曜 午前 午後

　１ 木 災害伝言ダイヤル

  ８ 木 　保護者会　１０：３０～

１３ 火 内科検診（海・星）出構医師

１７ 土 土曜開所日① 　　　　土曜開所日①

２４ 土 土曜開所日② 土曜開所日②

２８ 水 精神科相談　鶴田医師

編集後記

2月は節分がありました。節分の行事といえば豆まきが多くの地方で行われています。私

の田舎では落花生をまくのですが、東京では大豆をまくことに地域性の違いを感じ、職員間

で盛り上がりました。節分の豆を年齢の数だけ食べることで、無病息災を願うという言い伝え

も良く知られています。豆まきにあやかり、今年1年、健康で過ごしたいものです。（Ｋ）
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