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『生アシから見たレジデンス』                     

東やまたレジデンス 荒川 正 

 

 

 

はじめまして! 東やまたレジデンス(以下、レジデンス)で生活アシスタントをしてい

る荒川と申します。 

今日はこのレジデンスでの仕事や生活の様子についてお話したいと思います。 

 

東やまたレジデンスは障害者の地域移行を目的とした入所施設です。ここに入所し

ている障害のある方達はこちらを生活の場所として過ごし、日中は作業所に通ってい

ます。 

ここでの生活支援を職員と共に行うのが生活アシスタント、通称「生(なま)アシ」と

呼ばれる私たちの仕事です。 

 

入所している方達は、自閉症の中でも障害の重い知的障害を併せ持ってる方が殆ど

です。その中でも最も重い方達の担当が私の所属している所になります。平日は作業

所から帰って来て、お風呂に入り、晩ご飯を食べ、テレビを見たり課題やお手伝いを

して、おやつを食べて寝るといった流れになります。作業所が休みの日には散歩やド

ライブ・買物等のレクリエーションも織り交ぜながら地域との接点を作っています。

障害の重い方が生活をする上で、自傷、他害、物損、異食、摂食障害、睡眠障害、排

泄障害といった様々な問題が見られる場合があります。ここでは平穏に過ごせる様に、

さらに生活の質の向上の為にそれぞれの方に応じたプログラムの支援をしています。 

 

例えば殆どの方が介助の割合も高く、会話を中心としたコミュニケーションが困難

なことが多いので、コミュニケーションには絵や写真、タイマー、チャイム、スケジ

ュール表、実物のミニチュア等を使って聴覚だけでなく視覚でもわかりやすく理解で

きるよう工夫しています。それから自閉症の方々が特に執着やこだわりを示しやすい

物、苦手と感じやすい物等は目隠しや仕切り、危険な物は施錠をして管理し、混乱し

て不穏にならないような工夫をしています。日常は私たちの実務は介助の部分が多い

のですが、こうした個別支援を地道に毎日続ける事によって入所している方達は少し

ずつ穏やかに過ごせるようになっていきます。 

 

しかし、上記のような工夫をしていても、障害の重い方達との日々の生活は全てが

うまくいくとは限りません。職員と私たちはその時々の状況にすぐに対応し、入所し

ている方々のそれぞれの状態や反応を把握しながら日々見直しや調整、試行をしてい

ます。 
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この仕事を始めた頃は、生活支援とは障害のある方のお世話をする事かなと思って

いたのですが、4 年続けてみてそれよりも大切なのは共に生活をしていく中で彼らを

理解する事だと思うようになりました。そう考えると、この仕事に正解や終わりはあ

りません。365 日、いつもここには職員や私たちが居て彼らと共に暮らし、様々な支

援を続けながら彼らの地域移行への可能性を模索しています。 

 

これを読んで少しでも多くの方にレジデンスの事や障害の重い方にも様々な生活支

援が行われている事を知って頂ければうれしい限りです。 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

『生活アシスタントさんについて』 

東やまたレジデンス 金子 浩崇 

 

 

東やまたレジデンスでは、20 名程度の生活アシスタントさんが活躍されています。

略して「生アシ」と呼んでいます。決して、「生足」ではありませんので。 

 

生活アシスタントさんの業務は、スタッフと組んで入浴介助・食事の配膳・個別の

活動支援などの直接的な支援や洗濯物・掃除・衣類の整理など生活上の様々な支援で

活躍して頂いています。 

 

年齢や経験年数にも幅があり、今回の原稿を書いて頂いた荒川さんのようにベテラ

ンの方もいますが、主婦の方や自閉症者との関わりがまったくなかった学生さんなど、

様々な経歴をお持ちの方々が勤務しています。 

 

私達は、生活全般の支援を行わなくてはなりませんが、利用者支援を優先してしま

うことで掃除や細かな物の整理がおざなりになりがちです。その点、生活アシスタン

トさんは、細やかな視点で身軽に“普通の生活感覚”を発揮してくれています。スタ

ッフだけでは、「施設での生活」をイメージして物事を考えがちですが、生活アシスタ

ントさんは主婦感覚で年齢相応の生活の豊かさを吹き込んでくれています。同じ地域

に暮らす人たちと共に生活の舞台を広げ、意外な所からもサポートが得られるチャン

スでもあり、生活アシスタントさんは、東やまたレジデンスになくてはならない存在

です。 
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生活アシスタントをご希望され方には、「利用者（自閉症）の理解を深めることがで

きます」「様々な経験が出来ます」などとお誘いしていますが、私達スタッフの方が助

けられたり教わっていることが多くあるようにも思えます。これからも、多くの方々

の支援を必要としていますので、興味を持たれた方は、ぜひ東やまたレジデンスまで

お問い合わせ下さい。 
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～コラム～ 

はじめまして。学齢後期発達相談室くらす（以下、くらす）に勤務して

いる富樫智恵です。くらすは港南区の上大岡駅から徒歩 7 分ぐらいのとこ

ろに昨年 12 月に開所しました。上大岡駅には京急線と横浜市営地下鉄ブ

ルーラインが乗り入れているうえ、大規模なバスターミナルがあり、横浜

の副都心とも言われています。駅周辺には京急百貨店やウィング上大岡、

camio（カミオ）と mioka（ミオカ）という、どちらがどちらなのか混乱

するようなネーミングの商業施設や高層ビル群があり、駅周辺はいつもと

ても賑わっています。 

私は学生時代を神奈川で過ごし、故郷の群馬で児童福祉の仕事に携わっ

ていました。縁あってくらすの開所と共に横浜やまびこの里で働くことと

なり、昨年の 11 月末にくらすの内覧会が行われた際に、約 20 年ぶりに

上大岡駅に降りたったのですが、その変貌ぶりに驚いてしまいました。上

大岡は学生の頃に一度だけ訪れたことのある場所で、その時は今のような

高層ビル群もなく、坂道の多い下町といった印象があったからです。 

上大岡駅の京急線の電車接近メロディーには、ゆずの『夏色』が採用さ

れています。「何も変わらない 穏やかな街並み」「この長い長い下り坂を 

君を自転車の後ろに乗せて」と唄われている『夏色』は磯子区出身のゆず

が上大岡で過ごした青春時代の日々を歌っているとも言われています。再

開発が進み、変貌を遂げてきた上大岡ですが、新しい魅力ある街を作って

欲しいと思いつつも、ゆずの『夏色』が口をついてでてくるようなどこか

で昔の面影を残したノスタルジーに浸れる街であって欲しいとも思って

います。 

学齢後期発達相談室くらす 富樫智恵 
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「流れる水はよどまない」 

 

       社会福祉法人 横浜やまびこの里理事  関水 実 

 

 8月初旬に、まろんワークスの利用者のお母様から、数年前に亡く

なられたお父様が書き溜めた油絵をいただきました。まだ退職予定を

保護者の皆様にはお伝えする前だったので複雑な気持ちでしたが、そ

のお父様が横浜やまびこの里の設立準備会によくお顔を出されてい

たので、自室に飾ると当時のことが本当に懐かしく思い出され、最後

にとてもよい贈り物をいただいたと感謝しました。 

当時、私は小児療育相談センターのケースワーカーとして、親御さ

んたちの自閉症の施設づくりのお手伝いをさせていただいておりま

したが、ひょんなことでお声がかかり、以後設立前の準備室勤務を入

れると四半世紀以上この法人でお世話になったことになります。 

 「流れる水はよどまない」は、東やまた工房が開設当初から発行さ

れた「マンスリーやまた」で、数年間私が毎月掲載させてもらった小

欄のタイトルです。 

 ケースワーカーとして、さまざまな障害を持つ家族に地域で関わっ

てきた私が、施設の運営を親御さんたちから委ねられた時、一番気に

なったのは当時のいわゆる施設というものがもつマイナスのイメージでした。停滞、

滞留、終点という印象に近いものです。せっかくやるなら、そうでない組織・集団を

作りたいという思いが「流れる水はよどまない」というタイトルの背景になっていた

と思います。 

 それから四半世紀、この間私たちの法人は、創成期から 10年のハチャメチャな活動

期、その後のあつものに懲りてなますを吹く的な失われた？ 10 年、そしてこの 5 年

ほどは、グループホームの積極的な展開、レジデンスからの移行計画、相談・ヘルパ

ー事業の拡充など新たな再生期ともいえる時期を迎えています。 

「ハードをソフトで包囲する。」「重度な人こそ地域での暮らしを。」「自閉症スペクト

ラム総体への取り組み。」など組織の方向性を伝える明確な言葉と共に、自閉症・発達

障害への積極的な取り組みが改めて必要とされていると強く感じてきました。 

 流れる水はよどまない。 

私も現役は去りますが、今後も横浜の自閉症・発達障害児者の周辺で、流れを作る

活動には参加し続けたいと思っています。 

 本当に長い間お世話さまになりました。皆様のご健勝、ご活躍をお祈りいたします。 
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ノートンの 《映画、大好き！》 

「フィルス」(2013年イギリス)  

 11 月が近づき、今年は寒くなるのが

例年より早そうな気候が続いていますね。

今年の冬は本気を出してきそうです。私

が小さい頃は、冬になると道路脇の水溜

りが凍っていたり、手足の指さきにしも

やけができたものです。最近は暖冬の影

響でそんなことはなくなりましたね。な

んだか懐かしい思い出です。寒くなった

ということは鍋が美味しい季節というこ

とです。私はピエンローという鍋料理(中

国語で鍋料理という意味)が大好きで、干

しシイタケを戻して白菜や豚肉と一緒に

煮込むのです。調味料はごま油のみ。そ

れをお塩と唐辛子で味付けして食べるの

ですね。そしてビール。このところ、鍋

をつまみながらビールを飲んで幸せ気分

を味わっているノートンです。 

さて、映画ですね、「猿の惑星：ライジ

ング」は皆さんご覧になりましたか？私

は先日観に行ってきました。前作のジェ

ネシスと比べると展開的にはサスペンス

色は薄かったですが、知能を持った生き

物の愚かさが描かれており、テーマ性の

ある映画でした。最近はあまり映画を観

ることができていないのですが、この間

DVD で鑑賞した映画が面白かったので

ご紹介します。「フィルス」(2013 年、

英)です。 

では簡単にストーリーを・・・ 

スコットランドの私服刑事ブルース・

ロバートソン(ジェームズ・マカヴォイ)

は出世をすることにすべてをかけ、同僚

を仲たがいさせたり、同僚の妻と浮気を

したり、とにかく出世レースで負けない

ためになんでもする男だった。そんなあ

る日、日本人留学生が殺されるという事

件が起こる。この事件を自分の指揮のも

とで解決すれば、間違いなく昇進できる

とブルースは捜査に乗り出す。しかし、

彼はライバル視している同僚には気が置

けず、アルコールやコカインに依存して

いく。また、唯一の友人にも心を開くこ

とができず、逆に貶めようと友人の妻に

いたずら電話をかける始末。そして、心

が安定しない日々を続けていくうちにブ

ルースの抱える心の闇が明らかになって

いく。そんな中、留学生殺害事件を目撃

していた金髪女性がいたことがわかる。

果たして、精神的に追い詰められている

ブルースは事件を解決できるのか・・・。 

ストーリーが進むにつれて主人公の苦

悩が浮き彫りになり、とても胸が痛くな

りました。誰しも心の中に暗い影を持っ

ているはず。主人公はその暗い影と現実

への不安から精神を病んでいきます。一

縷の光は夫を失った未亡人とその子ども

でした。けれど、プライドもあって簡単

には流れを変えることができない。生き

るってしんどいなぁと改めて感じる作品

でした。けれど、行く道を選択するのは

自分。しんどいけど、自分の未来は自分

自身の選択で大きく変わってくる。主人

公のしんどさは分かるし、苦悩する人間

はなぜか神々しさを感じます。ダメな人

間ほど愛おしく思えてしまいます。根っ

からの悪人なんていないのでしょうね。

少し下品な展開があり、重たい内容です

がいい映画でした。 
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 自閉症児の親も 

   一日にしてならず。 

                             ペンネームは                      
ｍｏｍｏｅ 

 

 

 

 

 

ケアホーム（当時）入居！その後 ＰＡＲＴ３ の巻 

 

４月１１日 郵便配達の人が書留を手渡しついでに切手もいかがですかと勧めてくれ

る。あいにく２円切手をシートで買ったばかりだったのでその旨話すと「○○（私の

名字）さんて、自閉症のお子さんのことで活動している方ですよね？」と言われる。

市の広報の伝言板に昨年何回か講演会や交流会のお知らせを載せてもらっていたのを

見たのだそう。この方の５歳の息子さんが自閉症だそうで、「ご家族にお時間があれば

ご参加ください、とお話し下さい」とお誘いする。 

 

４月１４日 ベーカリーなので、検便を定期的にしている。次男は快便で毎朝してい

たがグループホームを利用してから後、特に週末の便が出ていない。運動量が激減（毎

日の通勤でかなり歩いていたのがなくなった）していることが原因のひとつか…仕方

ないので、赤ちゃんのように○○ナインを塗って肛門刺激。 

 

４月２２日 …という状況なので、週末のごろごろ生活をまず何とかしなければ、と

改善方法を考え、行動を起こすことにし、親子でマラソン大会に参加している知り合

いの方にきき、予約してスペシャルオリンピックスの説明を聞きに行く。必要書類を

そろえたうえで５月に体験をさせていただくことにする。 

 

４月２３日 障害支援区分の更新が届く。区分６のまま。（ただし私の住む市は支援区

分方式での聞き取りや医師の意見書などは６月から適用するということで次男の場合

は程度区分時の更新方法） 

 

 

 

★ｍｏｍｏｅさん紹介★ 

知的障害のある人の地域生活支援をする特定非営利活動法人の

理事です。首都圏通勤圏にある某市に夫と夫の母親（要介護

１）、某病院機構事務方勤務の長男と暮らしています。生活介護

事業所（通所：ベーカリー）利用・24 歳で知的障害と自閉症があ

る(療育手帳で最重度、障害支援区分６)の次男は昨年10月から

グループホーム（週末帰宅）で暮らしています。 

 



 

１９８０年５月７日 第三種郵便物認可 ２０１４年１１月１５日発行 ＫＡS１４７５号 

マンやま 

 9 

４月２７日 夫はクールビズやウォームビズ（新素材）の下着を愛用している。白と

黒のものを使っていたので、次男は手触りで長男と夫の下着を分類していた。ところ

が夫が黒のものはちょっとよくないかも、と言って、黒のものだけ長男に譲ってしま

った。長男とてサラリーマンなので、黒の下着はワイシャツから透けるので平日は着

られない。次男のいる週末だけの着用になるのだが、洗濯物を分類するときに手触り

で分けると後から夫か長男に直されてしまう。じ～～～～っと見ていた次男、何回か

目に黒は長男！と落ちたらしく、この日からそのように分ける。（その前に支援してや

れよ…でも経過見たかったんだもん、ものすごく混乱してなかったし。ごめんよ、次

男） 

 

４月１９日 医療型入所施設の開所式に招待される。土曜日なので次男も連れて行く。

プログラムをいただいたのでそれをスケジュールにして終ったところに○をつけて何

人もの方の祝辞が続いても過ごせる。式典の後は次男のお楽しみの立食。近くに障害

者団体の会長さんで３月の旅行で次男の入浴介助をしてくれた方がいたのだが、乾杯

のあいさつのときにグラスを持っていなかったら、次男がさっと行きグラスを持たせ

た（笑）。面識のない人にはやらないが、知っている人の状況はよく見ているんだなあ、

と改めて思う。 

 

５月１１日 スペシャルオリンピックス（陸上）体験。50Ｍ走、100Ｍ走、ソフトボ

ール投げ、立ち幅跳びなどを２時間くらいする。活動がわかりやすく、体験したもの

ばかりなのですんなり参加できる。９月から正式に入会している。 

 

６月７日 グループホームの自室のテレビのリモコンの先端をかじって壊す。爪かじ

りの代わり…家に残っていた前のテレビのリモコンを初期化？して使えるようにし、

収納箱（リモコンの形を厚紙にマジックで型どりしぴったりの大きさの箱に敷いたも

の）も作成して持たせる。次男本人には使ったらここにしまってね、と伝える 

 

６月２８日 プール遊びの活動の日。屋外での空調の工事中で何やら自閉症の人には

嫌な音？があるらしく、みんな落ち着かない。次男は帰る、と荷物を持って出口に向

かうそぶりをする。「帰る？」と聞くと出口に向かうので、参加を中止して帰ることに

する。 

 

７月５日 ベーカリーにパートで入っている人の関係で、市内の県立高校の生徒との

交流があり、文化祭でコラボしたパンを販売することになり早出出勤で参加する。夕

方県立高校（自宅から徒歩２０分）に迎えに行くとたくさんのお土産とともに会場か

らにこにこ出てくる。しかしその晩発熱。月曜日は休む。 
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７月２６日 肢体さんの養護学校の先生がプール遊びの活動にきている。決して悪い

方ではないのだが、大きなはきはきとした声と「体育会系の対応」で自閉症のメンバ

ーはとても苦手なタイプの方…彼がプールにいるのを見たとたん案の定みんな不安定

になり、前半の肢体さんのメンバーが上がった時点で上がっていただく…スミマセン

… 

 

８月９日 グループホームで使っていたボディーソープのポンプが使えなくなったと

いうことで、１００均で試しに泡ポンプの容器を買ってみる。…しかーし全く使えず。

ボディーソープの液体だから駄目なのかと思って、いろいろな洗剤で試したが、どれ

もダメでした…残念。 

 

８月１４日 未明にまた発熱。行きつけの病院は夏休み中。２日で解熱したが、持病？

の咳ぜんそくに移行。のみつけているアレルギーの薬が切れてしまい、夜半は半身を

起して寝かせる（ほとんど寝られないが）。やっと１８日に耳鼻科にかかれて処方して

もらい、呼吸が楽になる。いわゆる気管支ぜんそくと違い、痰が絡んだゼイゼイとし

た呼吸ではないが、咳が出続けて呼吸がしづらい症状で、いちばん軽い抗アレルギー

薬でおさまるのだ。鼻炎の時も同じ薬。２週間ごとに３回通い、最後に１カ月分の薬

の処方をしてもらっていったん終了。薬は切らさないようにしないと… 

 

８月２５日 実家の父が下血したとのことで大腸がんの検査を受けると 1，5ｃｍくら

いのがんが見つかる。普通この大きさでは出血しないのだが、不整脈があるため「血

液サラサラ」の薬を飲んでいてそれでだろうと…「けがの功名」？主治医の循環器の

先生も、心臓の状態は大丈夫そうだということで、手術をするということになる。 
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本棚から 

 

 マネジメント －基本と原則 

〈エッセンシャル版〉 

Ｐ.Ｆ.ドラッカー著 上田惇生 編訳 ダイヤモンド社 

 

 この夏、たいへん尊敬している先輩から暑中見

舞が届いた。時候の挨拶はなく、いきなり｢武器

輸出緩和･原発再稼働･秘密保護法･集団的自衛権 

悪しきことを 次々とこれだけ実行に移せると

は…」と現政権を厳しく批判。｢軍隊は国が持て

る暴力装置 その行使に政治家はもっとも慎重

であらねばならない そのように説いたのは 

たしかマックスウェーバー｣と起承転結の中間部

をつなぎ、末尾には｢このことに すこしでも抵

抗していきたい 暑い夏を熱くしたい｣という決

意表明のような書中であった。 

 

 マックス･ウェーバーという名前に反応した。

名著『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の

精神』の精緻な検証と大胆な論理展開に感動し、

学問への淡い憧れを覚えた青年期の心情がよみ

がえった。熱狂の時代的雰囲気(私はこれをエー

トスと呼びたい…)のなかでマルクスに傾倒でき

ない後ろめたさも甘酸っぱい記憶として思い出

した。 

 青年期の感慨にしばらく耽っていると気分が

さらに微妙な化学変化をした。ウェーバーの研究

と精神はピーター･ドラッカーに引き継がれた。

資本主義勃興期における資本家のストイックな

精神は、現代の高度産業･情報社会において社会

貢献こそが企業の目的であり存在意義であると

強調したドラッカーの経営学に結実した、という

荒唐無稽な空想に取り憑かれたのである。そして、

その空想を長いあいだ楽しんだ。 

 

 ドラッカーは経営学の巨星であり多くの著作

があるが、主著『マネジメント』はことのほか面

白い。題名や経営学の本とはとても思えない内容

である。 

 ｢現代社会は組織の存在なしにはありえない。

会社、政府機関、行政、非営利組織、その他あら

ゆる機関、団体、組織。これらの組織のなかで人

と人が一緒に働くための工夫がマネジメントで

ある。会社は社会のために存在する。利益のため

ではなく、人を幸せに導くために存在する｣ 

 これだけでも驚くほど刺激的であるが、さらに

マネジメントの役割として以下のようなことも

述べている。本業を真面目に遂行して成果をあげ

る。自己の組織の固有の使命を果たす。それは喜

びや自己実現につながる。顧客の満足と従業員の

満足を実現する。会社は公器である。会社のもつ

強みを生かして社会の問題に貢献する。社会のニ

ーズに応える、と。 

 さらにマネジメントに必要なスキルの一つと

して意思決定をとりあげ、｢全会一致はダメ。異

なる意見、対立する意見があり、いくつかの判断

のなかから選択しなければならない。意見の対立

がないときは決定しない。何もしない、というの

も決定である｣という大胆な考えを示している。 

経営学やマネジメントというと一歩ひいてし

まう傾向がある福祉従事者にご一読をお勧めし

たい。最後にドラッカーの数多くの名言のなかか

ら一つ。｢会社は利益を目的にしてはいけない。

利益は事業継続の条件である｣。 (太田佳孝) 
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      ～その 58～  福祉人の振る舞い    

 

私は、福祉の業界で働いている人は、基本

「いい人」だと思います。困っている人・社

会的弱者がそこにいれば、何とかしたい、助

けたい、支えていきたいという気持ちが動機

になって、この仕事を選ばれた人が大半でし

ょう。 

実際、多くの「いい人」が、障害のある人

の福祉施設や通園施設などの現場で働いて

いるのですが、いつしか、障害のある人たち

やその家族を見下してしまう一瞬が出るこ

とがあります。曰く「あの利用者はスタッフ

の言うことを聞かない」「あの親は自分たち

のやっていることにクレームばかり言う」

「こっちは大変な思いをして働いているの

に、ちっとも評価されない」「問題行動ばか

りされてこっちが迷惑だ」などなど。 

 初心はどこに行ってしまったの？ と、

個々人の問題に帰しても、実はこの問題はな

かなか解決しません。障害者虐待の事案を見

ても、どこも「いい人」だった現場スタッフ

や施設長がいつしか虐待をしているのです

から。  

 ここには福祉の構造的な問題が潜んでい

ると見ます。もっとも根源的な問題は、福祉

には「社会的弱者を助ける福祉業界の人＝社

会的な強者」という関係性が内包されている

ことです。すでに、前提として＜弱者と強者

＞の関係があり、強者から弱者へ施し・支援

することが、仕事の基本スタイルになってい

ます。 

 さて、職場の部下と上司も、実は＜弱者と

強者＞の関係が埋め込まれています。これを

「指揮命令」などと言います。ちなみに、歯

止めなく命令されて部下（労働者）の権利が

侵害されるおそれがあるので、労働基準法な

どが整備されてきました。 

 こうして、福祉業界における利用者・現場

スタッフ・管理者の関係性を図式化すると、

次のようになります。 

【社会的弱者（利用者）←現場スタッフ（部

下）←管理者（上司）】 

 強者から弱者へ、上司から部下へ、業務の

命令や施し・支援がなされていく中で、最も

弱い立場にある障害のある人やその家族へ

の権利侵害の土壌が作られていきます。それ

を防ぐ手立てを、私たち（福祉業界の人間）

は常に用意しておかなければなりません。そ

れを怠れば、弱者に対する「いい人」が、「悪

い人」になる危険性が増すからです。 

それは単に、虐待防止法といった法律を作

ったり、外部監査やオンブズマンといったチ

ェック機能を設けたり、あるいは研修会を設

けて職員啓発を進めたりするだけでは不十

分でしょう。構造的な問題である＜弱者と強

者＞の関係性に気づいて、その関係性を乗り

越える実践的なアプローチが求められてい

ます。 

１つのアイデアですが、福祉で働く人、特

に管理者・上司は、障害のある人やその家族

の立場を実体験するというのはどうでしょ

う。例えば、あなたが働いている入所施設に、

利用者として住んでみるのです。あなたの施

設の真の姿がわかるかもしれません。相手の

立場を思い・知ることが、あなたが福祉の仕

事を目指す最初だったと思うのです。 

＜自閉症ｅサービス代表 中山清司＞ 
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よこはま三歩 
 

 はじめまして、2014 年の４月からグループホームのハウスＧに所属

している中河永慶（えいけい）と申します。11 月に入り、段々と朝夕

の寒気が身にしみる季節となってきました。 

今回は、寒さで冷える身体を暖めてくれる「銭湯」をご紹介したいと思

います。銭湯は元来、僧侶たちが身を清めるために寺院に浴堂が建てら

れたのが始まりとされています。 

私がよく利用しているのが自宅から徒歩 10 分の「日吉湯」というとこ

ろです。和風・洋風と趣の異なる浴槽が日替わりで楽しめ、露天風呂や

水の中に電気が流れている電気風呂があり、身体中のツボにビリビリと

電気が流れとても疲れが癒されます。 

 さらに、銭湯の広間ではマッサージチェアやリラックスルームが設置

されており、のんびりと休憩できる空間も作られています。そんな銭湯

には、小さいお子さんを連れた夫婦やお孫さんを連れた祖父母の仲睦ま

じい姿も見られます。 

 暖かいお湯で身体の疲れを癒されるだけでなく、広間では「家族」の

ゆったりとした「温かさ」にも触れることができる、これも銭湯の効能

の一つではないかと感じます。 

 皆様も時には、身近なたいせつな人を誘って身体と心のお清めに「銭

湯」へ出かけてみてはいかがですか。 

                    ハウス G 中河 永慶 
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表紙写真  ペンネーム：たこちゃん 
編  集 社会福祉法人横浜やまびこの里 （編集責任者 小林信篤） 
          横浜市都筑区東山田町270番地 

TEL.045-591-2728/FＡX.045-591-2768  

法人ホームページ http://www.yamabikonosato.jp/ 

印  刷 ワークステーション 横浜市神奈川区西神奈川1-14-6-1F TEL.045-316-5710 
          購読料１部 １５円（税込み） 

△▼横浜やまびこの里後援会▼△ 

 横浜市内で自閉症という障害を持つ人たちが地域で生活をするためのサ－ビスを、一つずつ

作り出していく活動をしている『社会福祉法人横浜やまびこの里』の活動のバックアップを目

的としています。 
 

入会された方には｢マンスリーやまた｣｢後援会報｣をお届けします(郵送) 
 

会員種別 個人会員 法人会員 

会費 １口 ３，０００円／年 １口 １０，０００円／年 

入会時期 

(定時入会) 

７月または１月 

会費納入方法 (ア)７月入会者 

 ７月～１２月入会者は当該年度の会費を納入し、次回からの会費は

翌年の７月に納入し、以後毎年７月となります。 

(イ)１月入会者 

 １月～６月入会者は当該年度の会費を納入し、次回からの会費は翌

年の１月に納入し、以後毎年１月となります。 

振込口座 

(郵便振替) 

横浜やまびこの里後援会  <口座番号> ００２４０－３－７６１６３ 

 
 

  ★後援会のお申し込み・お問い合わせ★ 

横浜やまびこの里 後援会事務局    ＴＥＬ０４５（５９１）２７２８ 

～編集後記～ 

 2014 年も、残すところあと１ヵ月となります。公私ともにいろいろな事がありました。かつての職場で

同僚だった方が、夏の南アルプスで遭難され、行方不明となりました。必死の捜索にもかかわらず３

カ月が経ち・・先日、お別れ会が葬祭場で催されました。かつてから山が好きで、同僚何名かと連れ

だって出かけた数々の思い出が、走馬灯のように蘇りました。特別支援学校の教員、教育委員会で

の心理相談業務に就かれ、お別れ会には生徒さんや親御さんたちの姿も見られました。お別れ会で

ご家族が見せてくださった遺品の数々を手にすると、すぐそこに笑って立っているのではないか、と思

ったりもしました。人の命は儚いものですが、人の思いは私たち残された者に受け継がれる。残され

た私たちがそれをどう生かすかが問われているのではないか、と感慨に耽りました。(西尾紀) 

 

http://www.yamabikonosato.jp/

