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今年度の所信
一人ひとりの職員が自分の職責を考え、利用者の方やこだまに対して何ができるか，
を問う一年にしよう！
11年目に入ったＮＰＯこだまです。この春は、小

規模でしたが職員の定期異動を行いました。その発

ています。

だからこそ、そこで働く我々は利用者の方に対

表のおりに話させてもらったのは、『職員一人ひと

して、また組織に対して何ができるか、が問われ

てくれるか、ということを問いたい』ということでし

なしていくだけでは魅力的な仕事はできません。

りがこだまの利用者に対して、こだまに対して何をし
た。

こだまができて10年、それなりに職員の処遇や福

利についても考えてきたところです。４年前から介護

職場の処遇の見直しが実施され、現場職員に対して処
遇の改善が求められてきました。こだまもこうした動
きに合わせてこれまで何度か、給与改定をおこなっ

ると思うのです。ただただ、与えられた業務をこ

職員一人ひとりの中にある、夢と希望とビジョン

をもって利用者の方に接し、こだまが行なおうと
するミッションのどの部分を受け持ち、職責を果
たしていくかを考え挑戦的な姿勢で仕事をして欲
しいのです。

先日、ある方のコラムに介護の仕事のやりがい

ています。

について書かれている文に接しました。介護職の

助金で運営していたころの共同作業所の時代に比べれ

の言葉ではなく、自分がやった、やり遂げた、相

昔のことを言うと、またか、と思われそうですが補

ば、職員の給与は天地ほどの差があります。それでも

多くの職員が共同作業所から離れなかったのは、み
んなで働く場・集まれる場を作っていくという大き

な目標があったからでした。日々変わっていく利用者
の姿や、一生懸命な保護者の熱意を直に感じたからで
した。

介護保険制度に始まる介護の社会化によって、それ

まで篤志的な仕事とみなされていた我々の仕事にも、

仕事のやりがいは、利用者の方の「ありがとう」
手の力を引き出したなどの達成感があるからだと
書かれているのを見ました。介護職は自ら利用者
に対して目標を持ってかかわり、その目標達成の

ために様々な援助技術を用いて支援していきます。

そしてその結果、目標を達成することができたと

き介護の仕事の達成感を味わう事が出来る、とも
書かれていました。

まさにその事だと思うのです。介護の専門職と

専門学校で養成された若い人たちや、異業種で働いて

して、自分の持てる全知識や技術をもって、利用

な、社会に認められる職場環境になってきました。

高い専門性を持った支援が出来るようになって欲

いて転職された方たちも多く受け入れられるよう

自分や家族の生計を支える職場、就労の場になってき
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者の方の笑顔や満たされた気持ちを引き出せる、
しいと思っています。

【山田 久】
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本物の活動をつくる・・・シリーズ３

松江１０名山を登ろう・・・

松江の名山を制覇しよう！

生活介護では、健康維持や体力向上の機会を増や

すことを活動の大きな目
標としています。

みんながどうしたら、

楽しく運動できるか、

せっかくなら体験の少な
いことをやりたい、個々
の目標の設定や、やるべ

になったらみんなとてもうれしいのではないかと

考えています。10名山をみごと全山制覇した利用
者の方には、豪華記念品も用意したいと考えてい
ます。みんなで登りたくなるような演出を、今後
も機会あるごとに追加していこうと思っていま
す。

これまでの登山で感じたこと

こだまでは、比較的運動の機会が多いのです

が、いつも運動公園の

き到達点がわかるほうがいい、などの考えがでてき

外周や体育館だったり

ました。

します。

そこで、今年は「松江の山々をのぼり、10名山を

石ころだらけの山道

制覇しよう」と計画しました。早速4月29日には星

や急な坂道は体幹を鍛

上山、5月９日には嵩山に登りました。

本物の活動には演出を！

こだま登山隊は、のぼる前にきちんとチーム毎に

整列して出陣式。勇ましいエイエイオー！のかけ声
をして出発。そして、幟とチームのたすき、リスト

バンドも用意しました。一見ふざけているようにみ

えたり身体のバランス

づくりに最適でした。今回も一見体力が心配だっ
た利用者の方が、最後まであきらめることなく、
自分のペースで登りきりました。

山登りは、木々の息づきを感じ、 変わっていく

景色に感動し、 頂上をめざして一歩ずつ歩みを進
め、最後に『ヤッ

えますが、これがあることで、みんなのモチベー

ター』と達成感を味

ションがあがったり、他の方にも気づかれやすく、

わうことができる

がんばれーと声援も送っ

色々な要素を含んだ

てもらいました。

活動です。今年一

嵩山登山からは、山登り

年、松江近郊の名山

達成カードを準備。山を
一つ制覇すると、登った
山にスタンプが押しても

らえます。一年経った時にこのカードの記録が一杯

をみんなで制覇して

いくのが今から楽しみです。保護者の皆さんもご
一緒にいかがですか？

【川上太郎】

【嵩山頂上からからの中海の眺望】
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新しい職場で・・・

琵琶湖のほとりからやってきました

入社して早２ヶ月が経とうとしています。この２ヶ月間はほぼ毎日のように利用者さんと外出し、活動

を通して松江の良さを共に感じ、共に充実した日々を送らせていただきました。

こだまに来てまず驚いたことは、廊下の幅と浴室が狭いことでした。福祉機具らしいものも全くない普

通の民家でしたが、よく見ると利用者に合わせたスロープや椅子、マットレス、ビニール浴槽、おもちゃ

のカラカラなど、利用者の特性やニーズに合わせて作られたものが沢山ありました。何とも言えないアッ

トホームな感じがとても新鮮でしたが、以前の経験から考えると、だいぶかけ離れたところに来てしまっ

たのではないかという不安が募りました。また逆に、自分のやりたかった障がい者支援がここで出来るか
もしれないという好奇心が湧いたことも覚えています。

以前、私が勤務していた障害者支援施設は、定員６０名の入所施設で、２４時間体制で利用者の日常生

活の支援を行っています。設備の面では、大半が個室でプライバシーが守られていることや、天井リフ

ト、座敷トイレ、特殊浴槽などの設置により、どんな障害をもった方でもこれらの福祉機具を活用して安

心した生活を送って頂く事が出来ます。施設内では季節ごとの行事や日中活動に力を入れ、利用者の生活
がより良いものになるように考えたり、施設外でも地域の一員として、地区の行事に参加したり、旅行に
出かける機会もありました。

しかしそんな中、施設周辺の散歩や買い物にでかけたいというニーズについては、職員の体制が十分に

整っていないと、すぐに対応が出来ないという現状もありました。外出となれば、ほぼ１対１の支援が必

要となりますし、不公平も出ないようにしなければならない。どうにか順番制で出掛けることで利用者の

了承を得て、毎週実施していましたが、もっと自由に、行きたい時に、行きたい場所へ出かける、そんな

普通のことがもっとスムーズに支援出来たらいいのになと思ったことがあります。ある利用者から「自分

で出掛けられたり、家族が来て連れて行ってくれる人はいいけど、わしらは籠の中の鳥や。」と言われた

ことを思い出し、無力な自分だったことが悔やまれるばかりです。

こだまで働くようになって、こんなに自由に今ひらめいたことを利用者と

共有できたり、ひとりひとりが求めているニーズを感じとり、職員皆が柔軟

に対応できるところは、こだまの持つ魅力だと感じています。地域にこだま

のような事業所が沢山あれば、暮らす場所がどこであっても、色んな事業所

のサービスと組み合わせて、よりその人らしい生活を送ることができるので

はないかと思います。以前の悔しさをバネにして、いつか、一人でも多くの
人によりよいサービスを自信を持って提供できるよう、日々努力していきた
いと思っています。
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【曳野碧里】

マジッスか！の巻

作・画

たけし

2013.5.17
活 動

ほんそご班は
畑 がんばってます！

報 告

生活介護
期待してください今年の活動

私たちは、湖北ファミリー農園の一画を借りて

『ほんそごファーム』を作りました。

まずは土壌作りです。自らクワを持ち耕してくだ

『春』といえばみなさんは何を一番に思い浮かべ

さる方、草取りを率先してやってくださる方もお

卒業、入学という

遇！！「よーし、いい土だ！」と皆の意欲が高ま

ますかすか。やはり桜でしょうか。チューリップ、

方もおられるかも
しれませんね。

られます。クワで耕していると大きなミミズに遭

ります。

それから、看板作り。木の実やツルで飾ってこだ

春の生活介護の活

まらしい素敵な看板

感じる花を見学に

気がばっちり出たと

のように出かけま

ガイモを植えまし

ました。ふきのとうから始まり、ユキノシタ、よも

も種を蒔きました。

動では桜など春を

になりました。雰囲

色々な場所に毎日

ころで、さっそくジャ

した。また春のもうひとつの楽しみの山菜採りもし

た 。 つ づ いて 小 松 菜

ぎ、タラの芽、ワラビ、ふき、タケノコなど、何度

「大きくなるかなあ」「ちゃんと芽は出てくるか

とう味噌にしたり、たらの芽は天ぷらにしたり、煮

次の週、期待に胸ふ

もみんなで採りに行きました。ふきのとうはふきの

なあ」そんなおもいで作業をしました。

く ら ま せ て フ ァ ーム

物や醤油漬けなどにして旬の味をおいしくいただき

に行くと、しっかり

ました。

大 き く な っ た ジャ ガ

このように生活介護では、その季節しか出来ない

イモや、小松菜が

ことを大切にしています。毎日の活動の様子は、ご

待っています。「わあ

家族にもお伝えしています。それも、もちろん大切

な事ですが、利用者さんの記憶に鮮明に残る体験や
活動をしたいと思っています。ただ山菜を採るだ

け、ただ食べるだけでは記憶に残らないですよね。

大きくなっる！」こ

うして皆で成長を見るのがとても楽しみです。

また、農園の良いところは、地域の方とも触れ

合 える こ と で す。 皆

みんなで採る事が楽しい、みんなで料理する事が楽

さんとても親切な方

しい、みんなで食べるからおいしいし、楽しい事と

たちで気軽に声をか

その活動が一緒になって記憶に残るのかなと思って

け てく だ さ い ま す。

います。

「こんにちは、何を

植えるの？」と会話

今年度は、利用者さんはもちろん私や他の職員さ

ん含め、みんなで「楽しい・おもしろい」と感じら
れる活動をたくさんしていきたいと考えています。

目に見える変化はもちろん大事ですが、目に見えな
い隠れている部分の気持ちや変化を、それ以上に大
切にしていこうとおもっています。
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【井川樹】

もはずみ、地域の中

で共に生活しているなと感じます。次はさつま芋

を植える予定です。これから夏野菜や秋に収穫で

せきる野菜を植えて、季節の野菜を収穫する喜び

を利用者と共に感じていける活動にして行けると
夢が膨らみます。

【池添純子】
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ポレポレ近況

江津・森のレストランに
行ってきました・・・
日頃がんばっている利用者の方
に、春休みでお弁当が忙しくない時期にレクレー
ションをする事にし、4月9日、江津の“森のレス
トラン”へ行って来ました。行く前からずっと楽し
みにしていたこの日、いよいよ松江駅に全員集
合！
利用者さんたちは自分で切符を買いに券売
機前に立ちました。苦戦をされた方もおられまし
たが、全員自分で切符を買う事ができました。そ
して駅員さんに切符を渡し約２時間、汽車に揺ら
れながら目的地の江津へと向かいました。
普段はお弁当の盛り付け作業をしている姿など
しか見ることがないだけに、どんな表情をされる
のか内心楽しみにしていました。この日のみなさ
んはいつもよりもたくさん
の笑顔がはじけていまし
た。 目的の江津へ到着、歩
いてレストランへ向かいま
した。レストランへ着くと
みなさん食べたい物を注文
され、目の前のご馳走を美味しそうにいただいて
おられました。パスタ・ピザ・カレーの3種類か
ら選べるシステムでした。どれもボリューム満点
で美味しそうでしたよ。ま
た行きたくなるような、そ
んな雰囲気のお店でした。
食事後は併設された施設
を見学させていただきまし
た。そこはバリアフリーを
取り入れた安全で優しい施設でした。はたおり機
やソース入れの作業などをやっておられるようで
した。作業環境も作業がしやすい様に考えられて
いました。利用者さんの「すごいね〜 明るくて
綺麗だね」と言う声を聞いて
思わず笑みが溢れました。こ
れまで仕事ばかりで見学など
の機会がありませんでした
が、他の事業所を見て学ぶ事
が沢山ありました。今年度
は、色々な事業所の見学にいけるといいなと思っ
ています。
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【曳野美津代】

ヘルパー奮闘記
おはようの一言・・・
４月に生活介護からホームヘルプの仕事に入ら

せていただいています。生活介護の時とは違った
利用者の一面をみることができ、すごくたくさん

感じる事があります。

はじめはドキドキ・ワクワクし

ながら先輩ヘルパーさんに同行さ

せてもらっていましたが、２週目

から『今日から一人でいってもら
います』と言われたときは、周囲

の方の心配とは裏腹に、『ヤッ

ター！』という気持ちでした。こんな私にも一人

で仕事をまかせていただける、ととても嬉しかっ
たからでした。その日の担当は、生活介護でもよ

くかかわっていた利用者の方でした。お迎えにい

くと玄関の外で待っておられましたが、いざ出発

しようとすると家の中に入ってしまわれました。
先輩ヘルパーに助けを求めその日はなんとか、出

かける事が出来ました。５月の連休明けに、また
担当する事になりました。伺うといつもと様子が

違います。これまで、なかなか出発できなかった
のに、その日はスムーズに靴を履いて出かける事

ができました。顔を合わせると小さい声で『おは
よう』と声もかけてくれました。その日の朝のお
はようは、私にとってどの『おはよう』より、何
倍も何倍もうれしい、記憶に残る『おはよう』に

なりました。その日は、ヘルプの仕事のあいだ

中、ぽかぽかと温かな気持
ちでした。私は、まだまだ

未熟なヘルパーですが、こ

れからはあたりまえをあた

りまえと思わず、小さな変
化も見落とさず、利用者の

方の自立を支えるヘルパー

に成長していきたいと思っています。チョット落

ち込んだときには、いつもドラえもんの名言集を

読んで力を貰っています。一生懸命がんばります
のでよろしくお願いします。

【常峰純菜】
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あなたは、どんな人？
素直で真面目な人ほど「怒る、恨む、嫌う、責める、妬む、憎む」などの感

情を「マイナスの感情」と考え、感じてはいけないと思い込んでいる傾向があ

り、いつも明るく前向きにいなければいけないと強く思っているので「マイナ

スの感情」を感じる自分を押さえ込み、その素振りをみせないようにしてしま

います。もし「素の自分」を人にみせたら「つまらない人」と思われそうで、
いつも周りに気を使い、複雑な思いを心の内側に抱えながらも、それを表に出
さず自分を守っています。

そんなあなたは、自分の感情に振り回わされず、「今どんな反応をすれば周りと上手く行くか」「周りを

嫌な気分にしないですむか」を判断し、それに自分を適応させる事ができるのです。しかし時には『素直
な感情を表に出して楽になりたい』と思う事もあるかもしれません。

そんな時は、信頼出来る誰かに気持ちを話してみることです。あなたの「マイナスの感情」を聞いた人

は、あなたを「つまらない人」と思わないでしょう。より深い信頼関係が築けるはずです。大切なのは、

『そんな時もあって良いんだ』と考え、自分を否定しないことです。『こんなに頑張っているのに誰もわ
かってくれない』と思う事もあるかもしれませんが、周りの人はわかってくれています。信頼しているか

ら、言葉に出して直接あなたに伝えていないだけなのです。

あなたの周りには、あなたの笑顔に救われている人がたくさんいます。
さあ、明日も笑っていきましょう。

【伊藤和枝】

製品紹介・・・
製
品紹介・・・生
生活介護クッキー工房編
活介護クッキー工
工房編
クッキー工房では、定番の型抜きクッキーに加えて、ホワイトデーギフトを期に新製品が誕生しま
した。新商品の開発には、クッキーに詳しい職員のご家族にとてもお世話になりました。レシピの考
案や細かい作り方の指導など色々協力していただき、自信作が出来上がりました。
ひとつ目は、ころころクッキーです。アーモンドプードル入りで香ばしく、ホ
ロホロとした食感が魅力です。手作業で成形しているので、ひとつひとつ微妙に
形が違うコロンコロンとした見た目もかわいらしいです。
ふたつ目は、チョコチップクッキーです。生クリームやバターを贅沢に使用
し、サクッと軽い食感になっています。小ぶりで食べやすく、お子さんにも人気
があります。両方とも、たくさん「おいしい！」という声をいただいています。
さらに、米粉ドーナツの『まいわ』も、しっとりした食感と甘さ控えめのあっ
さりした味の、ヘルシーな焼きドーナツです。今後も、トッピングを加えたり
色々な味を増やしたり、さらに進化していく予定です。
また、包装も少しずつ改良し、ケーキ屋さんのようなおしゃれなラッピングを
目指しています。『まいわ』はほんそごさん特製の、かわいいパンダのシールが
ついています。クッキーは、利用者さんのイラストを活かしたカラフルで可愛い
シールがお目見えする予定です。
色々な製品ができる中で、利用者さんもよりいっそうやる気を持って作業に取り組んでおられるま
す。今後も、お客様に喜んで買っていただけるような商品を作れるよう皆で頑張っていきますので、率
直なご感想・ご要望など(厳しいご意見も)、どんどんいただけると嬉しいです。どうぞ応援よろしくお
願いします！
【下大迫知恵】
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