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 １０か所目のグループホーム「ハウス K」誕生！！ 

                     

地域支援課主任  渡邊 千明 

 

皆さん、こんにちは。新年度が始まりバタバタと慌ただしい日々が過ぎ去り、少し

ずつ落ち着いてきた頃ですね。今回は、昨年度末に開所したグループホーム「ハウス

Ｋ」についてご紹介します。 

 

 

○ハウスＫのコンセプト 

ハウスＫは、自室を中心にプライベートな暮らしを尊重し、お風呂やトイレ、リビ

ングなどは共同利用するシェアハウスタイプのグループホームです。夜間は職員が不

在になるため、職員がいなくても生活できる方が入居されています。身の回りのこと

は自分で行いながら生活し、必要に応じて職員がサポートをしていきます（食事の提

供や行政の手続き、生活に必要な相談等）。また、一人暮らしへ向けた練習や家から離

れた暮らしの経験など、一定期間の利用も可能となっています。 

 

 

○ハウスＫ はどんなところ？ 

ハウスＫは、センター北駅から徒歩 15 分という、お散歩にはちょうど良い距離感

です。すみれが丘入口交差点の近く、イタリアンレストランとリカーショップの間に

あります。徒歩でセンター北に出られるところに住めるなんて、夢のような話です！ 

建物は、２階建ての一軒家で１階は他法人の高齢者施設、２階部分がハウス K とな

ります。個室が６つ、浴室・トイレが２つずつ、洗濯機・衣類乾燥機は２台ずつあり

ます。リビングとキッチンは共用で１つずつです。

それぞれのスペースが広く、とても過ごしやすい

環境です。 

 入居者は男性５名です。年齢は 20 代～50 代

ととても幅広く、初めて実家から出て暮らす方や

今まで一人暮らしをしていた方等、入居前の生活

も様々です。 

 

 

 

 

ハウス K外観 
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○開所から全員揃うまで 

ハウスＫは、３月２５日に開所しました。最初に入居

したのは２名です。広い家での生活が始まりました。最

初は職員も手探り状態だったので、２名からの入居で正

直助かった部分もあります。４月中旬からはさらに２名

が入居し、４名での生活になりました。しかし、ゴール

デンウィークに入ったこともあり、全員が揃うことがな

かなかありません。そしてついに連休明け、５人目の方

の引越しも終わり、無事に５人での生活がスタートしま

した。入居者の方々もこの人たちと暮らしていくのか…

と顔を見合わせて様子を伺っているようです。 

 

○食事の提供 

 法人内のグループホームには、それぞれハウスキーパー

がいて、食事作りや掃除を担ってくれています。しかしハ

ウスＫでは、最初はハウスキーパーを入れずにホームに関

連する業務は全て職員が担うようにしました。新しいホー

ムを新しい職員で開始するため、ホームに関連する業務を

全て把握できるように…というのが狙いです。 

そのため、現在は“メニュー作り・食材の確保・調理”

などの全てを職員が行っています。朝食は前日の夜に作り、

１人分ずつセットして冷蔵庫に置いておきます。 

食事の時間は、夕食は 18 時～20 時という枠だけ設定しています。その間であれば、

好きな時間に夕食を摂ることができます。皆さん、その日の自分の予定に合わせて夕

食時間を決めているようです。 

 

○掃除やゴミ出しは当番制で 

 共用部分（トイレ・洗面所）の掃除やゴミ出しは当番制にしました。 

それぞれ週に 1 回ずつの割り振りです。1 週間に１回のペ

ースで済むため楽だと感じるか、１週間に１回は必ずやら

なければならないため大変だと感じるかは各々の考え方

次第でしょう。皆さん様々な思いはありそうですが、当番

の日は責任を持って役割を担ってくれています。これも共

同生活ならではの経験かなと思います。 

 

ハウス K内観① 

ある日の朝食 

ハウス K内観② 
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○皆の生活を皆で考える 

 つい先日、第１回目のハウスＫ入居者集会を開催しました。皆さん食事の時間もバ

ラバラですし、居室で過ごす時間が多いので、なかなか全員が集まって顔を合わせる

機会がありません。せっかくの共同生活です。個人の生活を大切にしながらも、交流

の機会があった方が良いかと思い、このような機会を設けました。 

入居者されている皆さんに事前にお知らせをしておいたところ、さすが皆さん、当

日は時間を意識した動きで、予定通りの時間に開始することができました。今回は１

回目と言うこともあり、話し合う内容については職員が事前に考えました。ハウスＫ

での生活を始めて気になっていること、聞きたいこと、不便なこと、掃除やゴミ出し

当番の確認等をしました。 

話し合いを進めていく中で、入浴の時間を決めた

方が良いかという話題になりました。５人で２つの

風呂を使うとなると、どうしても時間が重なってし

まうことがあります。これまでも数回そのようなこ

とがあり、その都度職員が声をかけていました。良

い機会なので皆さんに意見を聞いてみたところ、時

間を決めるとそれに縛られてしまうので時間は決め

ない方が良いというのが結論でした。その代わり、

一目で入浴中かどうか分かるような札があると便利

だということになりました。早速取り入れようとい

うことで、翌週から札を使い始めました。皆さんで決めたことだったからか、とても

スムーズに開始することが出来ました。このように、皆で自分たちの生活を考えてい

けることは素敵なことだなぁと思いました。 

 

○今後に向けて 

 まだまだ、ハウスＫ は始まったばかりです。今後も入居者の皆さんと一緒に快適な

暮らしを考えていきたいと思います。また、入居者の皆さんで外食やレクリエーショ

ン活動などの外出にも出掛けてみたいです。皆さんの希望を取り入れながら、共同生

活ならではの醍醐味を感じて頂けたら良いな…と思っています。これからのハウスＫ 

が私も楽しみです。 

  
 

ハウス K内観③ 
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利用者の地域移行の実現のために必要なサービスとは 

～パーソナル支援導入の方向性はどうあるべきか～ 

 

                  事業第 1部部長 関水 実 

ヘルパーセンターやまびこ 所長 神田 宏 

 

今年度、横浜やまびこの里では横浜市北部方面に 2 つのグループ

ホームを新設します。うち１つは、入所施設からの地域移行を目的

に設置するもので、「東やまたレジデンス」の利用者を中心にこのホ

ームに入居する予定です。現在「東やまたレジデンス」には、100

名を超える入所待機者がおります。待機者の多くが行動障害をもち

家族が高齢化する過酷な状況にあり、施設からグループホーム等へ

の移行も含めた地域移行を進めていく必要があります。今後の施設

からの地域移行を考えたとき、グループホームとパーソナルサービ

ス事業の連携を欠かすことはできません。そこで今回は、自閉症者

の地域移行を困難にしている要因と、今回の障害者総合支援法の改

正の持つ可能性について考察しました。 

 

今回の障害者総合支援法改正の要点である「ケアホーム・グループホームの一元化」、

「重度訪問介護の対象拡大」は、入所施設から地域生活への移行を行う上で必要な条

件を整える方向性を打ち出したものと評価できます。しかし「強度行動障害」や重度

の障害を持った方が施設に滞留してしまい、重度で在宅生活が困難な方が施設の「入

所待ち」をしている現実があります。 

 

知的障害者の地域移行が進まない原因の一つとして、制度を利用した障害者の地域

生活のイメージを当事者や支援者が具体的に描けていない点があるのではないかと考

えています。肢体不自由の方などは介助サービスを受けることによって一人でアパー

トでの自立生活を行う事がイメージでき、現実にもそうなっています。それに比して、

知的障害の方、特に自閉症や発達障害の方への地域でのサービスが具体的にどういう

ものかの共通理解がなく、社会生活、生活活動、生活の場面に対応した個々のサービ

スと考えられてきました。具体的には社会生活には日中の生活介護、余暇には移動支

援、食事や入浴には居宅介護といった具合に、場面や機能に応じたサービスによって

当事者の生活をサポートすることの積み上げの先に地域移行を描いたわけです。 
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しかし、自閉症や発達障害の方には生活の場面々への機能別の機能面での支援だけ

ではなく、障害特性に配慮した固有の支援が重要です。目のみえない人に『よく見な

さい』という言い方はしないことは容易に理解できます。それは、目が見えないとい

う障害がはっきりしているので、点字ブロック、杖などの物理的な配慮も理解しやす

いからです。それに比して、自閉症や発達障害の方に対する代替コミュニケーション

の必要性や環境設定による支援は物理的なものではなく見えない部分に配慮する固有

な支援ですので、一般の人たちにはとても理解が得られにくいのです。しかしその見

えにくい質的な支援が当事者にとってはまさに物理的に必要な支援なのです。自閉症

や発達障害者の地域での自立生活がイメージしにくい要因です。このことが肢体不自

由の方などに比べて地域での自立した生活を想定することを難しくしています。イメ

ージを描けないここが、制度を利用した自立生活実現への阻害要因となっています。 

 

今年、批准が実現した「障害者権利条約」の第 19条には「障害のある人が、他の者

との平等を基礎として、居住地及びどこで誰と生活するかを選択する機会を有するこ

と、並びに特定の生活様式で生活するよう義務づけられないこと。」「障害のある人が、

地域社会における生活及びインクルージョンを支援するために並びに地域社会からの

孤立及び隔離を防止するために必要な在宅サービス、居住サービスその他の地域社会

支援サービス（パーソナルアシスタンスを含む。）にアクセスすること」と地域社会で

暮らすことが権利として保障され、国内法である「障害を理由とする差別の解消の推

進に関する法律」（障害者差別解消法）には障害者の権利を行使するための「合理的な

配慮」が義務づけられました。つまり、自閉症や発達障害者に対する質的支援が必要

とされたわけで、理念上は地域移行の実現に向け大きく前進したと言えます。 

 

また、自閉症、発達障害者への自立生活をイメージするには先駆的な事例も参考に

なります。1995 年より米国カリフォルニア州で開始されたサポーテッドリビングサー

ビス（SLS）では「パーソナルアシスタント」と呼ばれる支援者を使って知的障害者が

アパートや自分の家で暮らしています。当事者が住居、「パーソナルアシスタント」を

選択し、SLS事業者が「パーソナルアシスタント」のスーパーバイズや地域コミュニテ

ィとの調整を行います（岡部耕典 早稲田大学）。「パーソナルアシスタント」は介護

のみならず移動や金銭の管理等も行っています。SLS事業者にはカルフォルニア州発達

障害局（DDS）により州政府から認められた予算が利用実績に応じて配分されます。20

07年度の利用者数は 5,535名で一人当たり平均 49,972ドル（約 500万円）です（岡部）。

また、利用者一人あたりの費用上限は無く、サービスに関しても介護から就労支援の

ジョブコーチまで包括的な事が特徴です。 
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障害者権利条約やカリフォルニアの SLS での実践などを踏まえて横浜の自閉症者・

発達障害者の地域生活をどのように想定したらよいでしょうか。 

 

生活の場面々への別々ではない包括的な支援であること。一貫した障害特性に配慮

した支援を行えることが条件になると思います。すなわち重度訪問介護で見守りも含

めた長時間の支援が行えると同時に、物理的な身体介助には居宅介護、移動について

は行動援護や移動支援という既存のサービスを結び付け、さらには成年後見制度等を

含めた総合的な支援が必要となります。そこには、それぞれの制度やサービスを総合

的に見られる専門家と、自閉症・発達障害の支援に習熟したヘルパーの養成が必要と

なるでしょう。 

 

今回の重度訪問介護の対象拡大は重度の知的障害者に限られていますが、当事者の

間では軽度の人にこそ見守り支援が必要だとの声もあります。しかし、一方では今回

の重度訪問介護の対象者が行動障害対象者に限定されたことを逆手にとって、グルー

プホームの制度に重度訪問介護など既存サービスのパーソナルサービスを積極的に組

み合わせて、重度の障害を持つ人たちの最適の解を作り出す可能性が今回の改正には

内包されています。重度の人が施設に滞留し、多くの待機者が存在してしまう現実を

見据えると、グループホームとパーソナルサービスの連携の可能性と必要性を改めて

強く思いました。 
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振り返る道向かう道⑩ 母親の負傷と帰宅                                

  小林 邦子 

 

最重度の自閉症である息子、俊文は 48 歳。世間の理解は得られなかった幼児期、少年期。東やま

たレジデンス入所という大きな幸運をいただいて 17 年。ようやく適切な支援指導をいただくようになり、

現在は穏やかな日々を過ごしている。母親の私は高齢者の域に入り改めて振り返る過ぎゆきである。 

 

東山田に入所が叶い、俊文の表情がゆたかになってゆくことを感じた。それまで全

く気づかなかった俊文の心が見えることがある。帰宅してドライブを要求するときは

車のキーを出してきて私の手を引くのだが、ある時、俊文は助手席のドアを開け私に

助手席に乗れという。自分は運転席に座ってハンドルを動かそうとしたりしている。

運転をしたいという動作は初めてのことだ。キーはドアを開けるものとしか気づいて

いないのは幸いであったが、母親を助手席に乗せて自分が運転する気分にひたってい

るようだ。一日 90 錠もの投薬が、3 分の 1 まで減って意欲が出てきた俊文に、よう

やく一人の人間としての生き方が始まったように思えた。 

 

 1999 年は世紀末の地球滅亡などと騒がれたが、この年、わが身滅亡の危機に襲わ

れた。俊文にせがまれるままにドライブに出て首都高を走っていたが、大好きなあず

きアイスを売っているガソリンスタンドがある川崎の出口を通過してしまった。俊文

は何か機嫌が悪かったのだが、私は自分のことで心が弾んでいて鼻歌をうたっていた

ためか、思い切りの力でげんこつを連打された。高速道路を運転中なので逃げること

も出来なかった。俊文の投薬が減って力が強くなっていたのだろうが、折角減った薬

のことが原因とは思いたくなかった。 

 

運転中に殴られないようにと、藤村さんが知り合いの自動車屋さんに頼んでくださ

って、運転席と助手席の間にネットを張った装置をつけた。これでその後は殴られず

に済んだが、２か月半を過ぎた頃より右手右足にしびれを感じ、次第に文字がまとも

に書けなくなってきた。車の運転にも異常が出はじめた。高速道路を走っていると、

速度が落ちるので車の異状かと思い修理に出したが、後に分かったのはこの時、アク

セルのつもりでブレーキを踏んでいたのだ。運転が不注意になった自分は頭を打った

せいとは気づかないほど思考力が鈍ってきていた。ひとり言が多くなって、家の中で

も電車に乗っていても、思っていることが絶え間なく声に出てしまう。自閉症の人が

よく電車のなかで一人言を発しているが、同じである。しかし打ったのは左脳で、右
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脳は正常だったのだろう。この時雑誌の校正の仕事をしていたが、後にその雑誌を確

かめても校正は完璧にこなしているという不思議な状態であった。 

 

脳に異常とは気づかないまま俊文の週末帰宅を続けた。全身の疲労感は年齢のせい

と思い、あと何年帰宅ができるか、できる限りは頑張ろうという思いだった。月曜日

の朝に俊文をレジデンスに送り、深い疲労感でようやく自宅に戻って車を停め、ほっ

としてブレーキを踏んだつもりで思い切りアクセルを踏み込んでしまった。車は急発

進して隣家のブロック塀に激突しブロックを打ち砕き、庭の木を倒して停まった。こ

の時もブレーキの踏み違いには気づかず車の異状と思った。人身事故を起こさずに良

かったという思いだけである。私に怪我はなく、夫が欧州出張の時のみやげのキーホ

ルダーのメタルが割れていた。これは夫が守ってくれたのだと素直に思った。 

 

その週の土曜日の朝、炊飯器のスイッチを入れようとしたが、何故か炊飯器の操作

がなんとしても全く思い出せない。この頭脳で俊文を乗せて運転すれば大事故を起こ

すだろう。俊文の帰宅の前日だ。とにかく脳外科に行こうと電話帳をめくって脳外科

を探した。この知恵は正常である。病院でＣＴ検査を受けるとすぐに入院、手術を告

げられた。俊文に殴られた時より頭蓋の下で毛細血管よりジワジワと出血が続き、そ

の血液の塊が脳を押しはじめたため、手の震えやしびれが出ているという。早くに手

術をしないと回復できない状態になるという。レジデンスにすぐ電話をして帰宅がで

きないお詫びとお願いをした。 

 

 手術は頭蓋骨に小さな穴を開けて、細い管で硬膜下にたまった血液を吸い出すもの

だ。手術のさなか急速に頭脳が冴えてくるのが分かった。過去のどんな記憶も同時に

引き出せるような不思議な感覚である。麻酔が切れた時に頭蓋が痛んだが、これが他

人にではなく自分でよかったという安堵が先に立ち、つらさはなかった。 

 

退院したら早く俊文を帰宅させたいと思い、医師に車運転の許可を求めると、脳波

の検査を受けるように言われた。入院中に脳波検査を受けたが、このとき思わぬ体験

をした。パジャマ姿の私を認知症と思ったのだろう。若い検査技師が私に対して幼児

語で叱りつけてくる。「ハイ、動いちゃ駄目よ、分かるね」と言いおいて機器室に行っ

たが、検査中不意に咳が出た。これが脳波に現れたらしい。ドアをけたたましく開き

「動いちゃ駄目と言ったでしょ。わからない人だねぇ」と激しく怒鳴られた。俊文も

このような言葉を幼い頃から何度を投げつけられてきたのだろう。どれほど心傷つい

てきたのか、自己主張は人を叩くことしかなかったのだと思った。半年後に外来で検

査を受けに行くと、同じ技師だったが、外出着の私を認知症ではないと見たのか言葉

遣いはたいへん丁寧で謙譲語を使う。とても同じ人とは思えない程で、こんなにも接
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し方の差別があると知り、認知症や障害を持った人のつらさ悲しさを思った。 

 

手術後の脳波に乱れがあったため、半年間は運転禁止という医師の診断だった。運

転ができなければドライブをせがむ俊文の帰宅はできない。東やまたにお詫びとお願

いの連絡をした。入院中も俊文がどれほど母の迎えを待っているか案じ続けた。しか

し、命も危ない怪我だったから、母は死んだと思ってほしいと自分に言い聞かせた。

俊文は帰宅をどれほど待っているだろう。俊文の夢を頻繁に見るようになったが、い

つも俊文が私を探しながら追ってくる。私は必死に逃げて隠れるのだが、激しい胸の

動悸で目ざめる。俊文も同時におなじ夢を見ているような気がして切なかった。半年

後に再度脳波の検査を受けたが、まだ乱れが残っていて運転の許可が再び半年間延期

された。再びの週末帰宅の延期を寮の担当の方にお願いするしかなかった。 

 

 手術から一年後にようやく脳波の乱れが消えたが、医師より運転は一般道路のみで、

高速道は年齢的にも無理と言われた。東やまたより俊文の帰宅はもう無理でしょうと

言っていただいた。里にとっても大きな決断であったろう。安堵が半分、つらさが半

分という複雑な気持ちだったが、有難いの一語に尽きた。定期的な面会を実行するよ

うに言われたが、面会すればドライブを要求してパニックを起こすだろうと面会も許

していただき、里に行く時は見つからないようにマスクをして帽子を深くかぶった。 

 

 夫の母が高齢となって認知症の様子が出始めた。義母は結婚後６５年間も同じ家に

住んでいるのに「家に帰る」をくり返すという。「私の家の窓からは海が見える。母さ

んが待っているから早く帰らなくては」と言うことから、娘時代に住んでいた北海道

の実家を言っているのだと、夫の妹が気づいた。義母はすきをついて裏口から出てい

ってしまい、６５年前の家を探して徘徊という状態になってしまう。「認知症」の語が

生まれたのは近年のことだが、これは言い得ている。時間の認知ができなくなってし

まうのだ。次にやってきた私の母の認知症を理解するのに大いに役立った。 

 

 私の母は認知症とは無縁の人だろうと思い込んでいた。70 歳を過ぎたころ、子供達

の世話にならないようにと、ホテルのようなケアマンションに自ら希望して入居した。

そこから出かけて現役ではたらき、老人の体操教室を開くなど、区から表彰される様々

な活動をしていた。万全の老後と思っていたが現実は厳しかった。ケアマンションに

は親しい友人が出来て楽しそうだったが、80 代後半になると友人たちは次々に亡くな

ったり、介護棟に移ったりしてしまった。新しい友人は出来ずに自分の部屋で手芸な

どをしていたが、徐々に認知症の傾向が出始めていた。 
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早朝に突然私の母から電話がかかった。「たいへんよ、戦争がはじまるらしいからす

ぐに来て」という。突飛な電話におどろいたが、義母の時代錯誤の認知症と同じだろ

うと気づいた。食堂は７時に開くのだが、１時間早く行ったらしい。暗い食堂に不安

が湧き、太平洋戦争が始まった時代に迷い込んだのだろう。私の父は戦時中、軍艦の

設計をしていて軍港のある町を２度転居した。私の幼い頃の記憶は、連日連夜の空襲

警報のサイレンの音と上空をうなりながら飛ぶアメリカ軍の飛行機である。母は６歳

を頭に私たち４人の乳幼児をかかえていた。知らない土地での空襲と食糧難はどんな

に不安だったろう。私の電話番号を母の部屋に大きく書いておいたため「戦争が始ま

るらしい」の電話で早朝を起こされることが続いた。 

 

 母は認知症が進み介護棟に移され、「戦争が始まる」の言葉は消えて穏やかな表情と

なった。ある日、母を助手席に乗せてドライブをしていると、「私には邦子という娘が

いまして、手先が不器用な子でしてねぇ。あれで結婚できるでしょうか」という。「私

が邦子よ。ちゃんと結婚して孫もいるわよ」というと「えーっ」と驚いたように私を

見つめた。母の頭の中の邦子はまだ少女で、こんなおばさんではないという疑わしそ

うな表情だ。そして現在のことはすぐに忘れるので、3、4 分たつと、「邦子はあれで

お嫁のもらい手があるでしょうか」と問うので吹き出してしまう。母は花を見ること

を好むので車に乗せてよく出かけたが、高速道路のみの俊文とは違い、一般道路の運

転は楽だった。母は肺炎で 89 歳の命を閉じたが、俊文をみていただいて母を看取っ

たことは心より有難く思った。俊文の自閉症、私の外傷による頭脳の異変、母の認知

症には、脳の不思議をつくづく思う。脳科学の発達は目覚ましいものだが、俊文に奇

跡が起きる儚い夢を未だに抱きつづけている。 
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ノートンの 《映画、大好き！》 

「青天の霹靂」（年）  

あっという間に 6月です。暑いですね。ブ

ラジルワールドカップも始まり、これまたテ

レビの前で熱くなっている人もいるのでは

ないでしょうか。もちろん、私もその 1人で

す。「がんばれ、ニッポン！」と日本の裏側

にあるブラジルへ念を送りながら、ビールを

グビグビ。最近は日本の地ビールに凝ってい

まして、ホップの効いたビールを嗜んでは、

ニッポンって本当にいい国だなぁとささや

かな幸せを感じているノートンです。 

さて映画ですね。ここ最近は時々映画館に

足を運んでいます。映画って案外体力がいり

ますよね。2時間ほどずっと画面に集中して

いる訳ですから。また、実際には描かれてい

ない人物の心の変化などにも思いを馳せな

がら観ている訳です。それは疲れますね。け

れど終わった後に観て良かったと思えれば、

何とも心地よい脱力感に襲われるのですね。 

ということで、最近観た映画でそんな感覚

を味わった映画といえば、「チョコレートド

ーナツ」「青天の霹靂」かな。「チョコレート

ドーナツ」はゲイのカップルとダウン症の青

年との交流を描いた作品です。実話ベースと

いうことで期待して観ました。これは、知的

障がい児者の支援をしている方にはぜひ観

て欲しい映画です。私の勤める施設では、新

任の職員さんに教材作品として観て欲しい

ぐらいです。いい映画でした。そして、今回

紹介する映画は、「青天の霹靂」です。 

 では、簡単にストーリーを・・・ 

 

 薄汚れたマジックバーで働く売れない

マジシャン轟晴夫(大泉洋)。後輩のマジシャ

ンはテレビに出て売れ始めていたが、晴夫は

うだつの上がらない自分にイラ立ちを募ら

せていた。そんなある日、20 年近く会って

いなかった父親が死んだと警察から連絡が

入る。そして、父親はホームレスになった挙

句、寂しく死んでいったことを知った。「生

きていくって、辛いよな・・・」自分の境遇

と父親の最後を重ね合わせて涙する晴夫。そ

の時、青天であったはずの空に稲妻が走った。

気を失った晴夫が気づくと、そこは昭和 48

年。晴夫が生まれた年にタイムスリップして

いたのである。呆然と街を歩く中、偶然あっ

た少年の紹介で浅草の雷門ホールの支配人

(風間杜夫)に会い、マジックの腕を見込まれ

て舞台に立つことになる。ある日、自分のア

シスタントになった悦子(柴咲コウ)が体調を

崩し、お見舞いに行った先で出会ったのは若

き日の父親正太郎(劇団ひとり)であった。悦

子は妊娠しており、父親は正太郎。要するに

生まれてくるのは自分であることを知った

晴夫。そんな中、晴夫は父親と舞台に立つこ

とになり・・・。 

 

 劇団ひとりさんの初監督作品(脚本も手

がけています)ですが、ストーリーの設定が

おもしろく、笑えてホロッと泣けるいい映画

でした。キャストの皆さんも味のある演技を

しています。人生ってその時その時で幸せで

あったり、不幸を感じたりしますが、自分が

生まれてきた背景を知れば、きっと愛おしく

なるものだとこの作品では語りかけてくれ

ます。とにかく楽しい作品なので、ご鑑賞あ

れ！ 
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～コラム～ 

はじめまして。今年４月からポルト能見台で勤務しております、井上

由起子と申します。慣れない社会人生活、毎日があっという間に過ぎ、

気がつけばもう夏を迎えようとしています。夏といえばお祭りですよね。 

今回は私が大学生時代に住んでいた宮城県仙台市で行われる七夕祭りに

ついて、ご紹介したいと思います。 

仙台七夕祭りは日本の３大七夕祭りとして毎年８月６～８日に開催さ

れ、日本各地はもちろんのこと、海外からも多くの人が訪れます。仙台

駅から真っ直ぐ伸びるアーケード街の中央通りや一番町を中心に仙台市

内各地で盛大に飾り付けがされ、たくさんの出店が出ています。どの笹

にも仙台伝統の七つ飾りが飾られており、短冊＝学問や書道の上達、紙

衣＝病気や災難の厄除け、裁縫の上達、折鶴＝家内安全と健康長寿、巾

着＝商売繁盛、投網＝豊漁、豊作、屑篭＝清潔と倹約を祈願し、吹流し

＝織姫の織糸を表しているのだそうです。短冊にお願い事を書くイメー

ジしかありませんでしたが、飾りの１つ１つにも願いが込められている

のですね。機会があればぜひ足を運んでみて下さい。涼やかな七夕飾り

に日本の夏を感じられること間違いなしです。 

ポルト能見台 井上由起子 
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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 の巻 

 

１０月２１日 入居後初めての４か月ごとの歯科定期検診。それほど時間がたってい

ないので、特に気になるところはないといわれる。 

 

１０月２５日 年に 1 度の健康診断の日。今回は日中活動も住まいも変わっているの

で、ケアホームから朝食なしででかけるのは変化が多すぎると考え、前の晩いったん

家に連れて帰って家から生活介護事業所（通所：ベーカリー）に連れて行った。それ

でも前の事業所から出かけるのとは違うので、採血までの時間が多くかかったそうだ。

また後日コピーをもらったところ、洞性不整脈（一過性のストレスによる頻脈または

徐脈）もでていて、変化に弱いところがあらわれる。 

 

１０月２７日 毎月恒例の 3 人の仲間とボランティアとの活動。行き慣れているとこ

ろ（市立動物園）だがうちの次男が早く帰りたがったそうで、1 時間近く帰着が早ま

る。 

 

１０月３１日 関水さんの講演会開催。大きな会場で開催したので、席によって「こ

の業界初心者の家族」のかたまり、支援者のかたまり、そしてスタッフのかたまりが

できる。もう何回もお話を聞いているけれど、相変わらず楽しい（中身はきついんだ

けど）、スタッフの席は大爆笑。しかーし、支援者は「ポカ～ン」、初診者家族は「ぼ

ーぜん」、なんで私たちが笑っているか分からない様子。アンケートでも「きつかった」

「これから先が心配」続出。それでもちゃんと時間がなくて話しきれなかったところ

を聞きたい、と書いてあったので、関水さんに無理やり頼みこんで 2 月に続編を開催

することにした。自覚してないけど子どもが「ひとけた歳」だった時から「親の会」

をやってる私たちってちゃんと免疫できてるのね～もう何でもこいだわ。えっへん

★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

支援 2）、某病院機構事務方勤務の長男と生活介護事業所

（通所：ベーカリー）6 年目・24 歳で知的障害と自閉症がある

(療育手帳で最重度、障害程度区分 6：現在 3 回目の申請中)

の次男と暮らしています。 
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（？）。 

 

１１月８日  次男が朝ケアホームの玄関を出たところにあった車に乗り込んでしま

ったとのこと。他のメンバーさんは全員車での送迎なのに、次男は通所も帰宅も徒歩

と電車。羨ましく思っていたのかもしれない、ということで通所の日は皆さんが出か

けてから玄関を出るようにし、帰宅の日は車で迎えに行くことにする。（私は運転は大

嫌いなのだ） 

 

１１月１４日 定期を買う必要がなくなったので次男の PASMO を解約する。（4 月

からの消費税率アップに伴い IC カード料金と切符料金が変わることを知らず… 失

敗！） 

 

１１月２６日 久しぶりに腰を痛める。このところ忙しくてリハビリ的体操に行って

いなかったせい。くくく。 

 

１２月１日  同居の義母（昭和３年生まれ）が二階に上がってきてお寺とのやりと

りのことの愚痴を私と夫に聞かせる。怒っているので高い声。次男はだんだんイライ

ラし始め、ついに義母の両手を引っ張って立たせ、下に降りろ、とばかりに階段まで

連れて行く。今まではここまでの強硬手段はとらなかったが、ケアホームの自室で静

かに過ごしだして２カ月、「自分の嫌なこと」がはっきりしてきて、対処を考えだした

のかもしれない。続きは私が下に降りて聞くことにする。 

 そしてこの日以来、週末帰ってきても次男はあまり一階に降りなくなる。洗濯に行

っても作業（セットするときと終了後とりだす）が終わるとすぐ上がってくる。それ

までは「おばあちゃんは洗濯の間お菓子とお茶を一緒に飲む人」としていて１時間く

らい下にいたのだが。 

 

１２月２日  朝、車でベーカリーに送るときラジオ（NHK のクラシック音楽番組）

をきいていたら、「消して」という感じで指さして「バッバッ」という。キーキー言わ

ずに訴えて偉いね、と言いながらラジオを消す。かつては SMAP の曲だけはかけさせ

てくれなかったのだが。絶対音感のせいだけではなかったか（笑）。 

 

１２月６日  「障害のある子も、そうでない子も一緒に」の活動をしている会の記

念シンポジウムに参加する。小林信篤さんもシンポジストでいらして、「くらす」のお

話もうかがう。 
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１２月７日  ケアホームではベーカリーから帰ったら洗濯というスケジュール、家

（休日）では朝起きたら洗濯というスケジュールだったのだが、ついにケアホームで

のスケジュールが凌駕し（大げさか）、土曜日はケアホームから家に帰った時、日曜日

は余暇から帰った時洗濯をする、と表明する（それ以外の時間では促してもしない、

という表し方） 

 

１２月９日  新聞記事によるとスーザン・ボイルさんがアスペルガーである、と表

明したとのこと。 

 

１２月１０日 ベーカリーの個別面談。本人用の個別支援計画を示され、次男が納得

したらサインをする、という方法で。本人のことは本人で。家族は参加してもしなく

てもいい、と言われたのは、こういうことでは初めて、です。これからも又村さんに

「お母さんが『この子のことは母親に聞いてください』っていうんだったらお母さん

のこともお母さんのお母さんだけに聞きますよ！」と言われないようにしないと

ね！！それと同時に私たちも障害者の施策に関して本人さんたちがわかってくれるよ

うに説明できるようにならないとね！（福岡寿さま方式で～） 
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本棚から 『海峡』、『春雷』、『岬へ』    

 

 

伊集院静 著  新潮文庫

 

私は仕事を始めてから 12年、グループ

ホームで働いていました。その当時習慣

になっていたことに、夜の仕事を終えて

から寝るまでの間の読書があります。今

考えると、少しでも自分の時間を作るこ

とで切り替えを図っていたのだと思いま

す。10分だけと決めて読み始めるのです

が、おもしろい本に巡り合ってしまうと

ついつい読み進めてしまい、結局寝ずに

朝まで読み続けてしまうことも少なくあ

りませんでした。今回ご紹介させていた

だく、伊集院静「海峡」3 部作も私の貴

重な睡眠時間を奪い去った本です。 

「海峡」3 部作は、瀬戸内の小さな港

町で生まれ育った主人公の成長の物語で、

著者の自伝的小説と言われています。「海

峡」・「春雷」・「岬へ」の 3 作から成って

おり、少年から大人へと成長していく過

程で主人公に生じる疑問や葛藤などの心

の動きが、周囲の人との関わりや繰り返

される別れを通して丁寧に、情感あふれ

る文章で描かれています。次に何を読も

うかと本屋をウロウロしているとき（至

福のひととき！）にたまたま手にして読

み始めた本だったのですが、物語の世界

に没入してしまい、アッという間に読破

してしまいました。なかでも「岬へ」で

の弟との物語は、読んでいて涙が止まり

ませんでした。本を読んで涙したのは、

小学生時代に「ドカベン」最終巻を立ち

読みしながら号泣して以来のことです。

また、「山上になお山在り」という言葉と

出会えたのも、この本のおかげです。「高

いと思っていた山の頂に立って初めて、

さらに高い山があることに気づく」とい

うような意味だったと思います（違って

いたらごめんなさい）。これを読んだとき

に、自分がそのときに高いと思っている

山（＝課題）は仕事を始めたときには気

づきもしていなかったなぁと思い至り、

少しは自分も変化（＝成長）しているの

だと実感することができて、大きな励み

になりました。そして、まだ自分に見え

ていない山を見てみたいなぁとの思いが

生じ、それは仕事を続けていくモチベー

ションとなっています。 

著者の作品は読んでいて鮮やかな情景

が浮かんでくるものが多く、ついつい物

語に入り込んでしまいます。「短編の名手」

と言われることもあるようですが、私は

長編の方が好きです。「アフリカの王」も

お薦めで、読んだらアフリカに行ってみ

たくなること請け合いですよ。 

 

ポルト能見台 小松博昭 
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   ～その 55～  福祉版ブラック企業と優良企業 

 

最近巷では「ブラック企業」という言葉がはやっていますが、労働集約型の福祉業界でも同

じような事情が目につくようになってきました。インターネットのフリー百科事典ウィキペデ

ィアでは、「少なくとも以下の要件が当てはまればブラック企業と総称される（両方当てはま

る企業も存在しうる）」とされます。 

  ・企業および経営者の負うべき責任を明確にしていない場合（組織的に責任を免れようと

する企業） 

・末端の従業員（平社員、アルバイト、パート）および待遇を軽視している企業 

・消費者や地域への貢献度が低い企業（商品・サービスの質に劣る） 

 福祉現場で働く若いスタッフから相談を受けると、「サービス残業が当たり前になっている」

「休日も出勤しないと現場がまわらない」「現場スタッフの離職や欠員が頻繁」「上司に相談し

ても何も改善されない」といった嘆きをよく聞きます。 

現場や現場スタッフをないがしろにしている福祉施設や事業所では、あわせて、経営者や管

理者の責任が不明確で、利用者支援や地域への貢献度も低いように思います。昨年末から報道

されるようになった千葉県社会福祉事業団「袖ヶ浦福祉センター」での一連の施設虐待事件で

は、当時の施設長や理事長が虐待事案をもみ消していたことが明るみになりました。このよう

な施設や事業所は例外なのか、あるいは氷山の一角にすぎないのか。福祉業界としての自助努

力を期待したいし、現場スタッフはもっと積極的に自分たちの現場でおかしいことがあれば、

それはおかしいと声をあげてほしいと思います。 

 逆の見方をすると、現場スタッフを大切にしているところが、優良企業の要件の１つはおさ

えていると言えます。坂本光司著『社員と顧客を大切にする会社』（PHP ビジネス新書）によ

ると、社員への教育訓練費や教育訓練時間と会社の業績との相関関係がいくつか指摘されてい

ます（本書 P37~38、中山が要約）。 

 ・売上高に占める教育訓練費の割合が 0.3%以下の会社で、安定的に業績の高い会社はない 

 ・総労働時間に占める教育訓練時間の割合が 2%以下の会社で、安定的に業績の高い会社も

ない 

 ・一人当たりの教育訓練費が年間 1万円以下の会社も、同じように安定的に業績の高い会社

はない 

 つまり、人材育成に予算や時間を十分に割いている組織は、いい仕事をしている可能性が高

いのです。これから福祉現場で働こうと考えている皆さんは、ぜひ優良企業を選んでください。

ベテランスタッフや管理職なら、率先して自分たちの組織を優良企業の体質へと変えていって

ほしいと思います。自ら納得のいく仕事ができるように。それが利用者支援に必ず反映される

はずだと私は思っています。 

＜自閉症ｅサービス代表 中山清司＞ 
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よこはま三歩 
 

 初めまして。本年度 4月から東山田レジデンスで勤務させて頂いておりま

す上野真理子と申します。 

私の住んでいる所は、年賀状で【神奈川県 町田市】と来てしまうほど神奈

川・横浜に隣接しています。今回そんな私が小さな頃から大好きな横浜のお

すすめスポットを紹介させて頂きます。 

 横浜市青葉区にある『こどもの国』という児童厚生施設です。入場口を通

り抜けて目の前に広がる、地面一面の落書きコーナー。各箇所にチョークが

置いてあり、自由に落書きすることができます。他にも、横浜で一番長いロ

ーラー滑り台やドラム缶いかだなど子供にはとても魅力的な遊具が沢山あ

ります。また、牧場もあり様々な動物に触れあえ、乗馬体験などもあります。

そこで売っているソフトクリームは絶品です。 

 ここで、私達への（おとな）おすすめスポット？と疑問に感じた方がいる

かもしれません。ここには、遊具だけでなくテニスコートやバーベキュー場

などもあり、夏にはプール、冬にはスケートリンクもあります。とにかく自

然に囲まれた場所なので、カメラが趣味の人はいい写真が撮れるかもしれま

せん。これからの季節、ピクニックやバーベキューなどで益々楽しめる場所

かと思います。 

 行ったことがない人、興味を持っていただけた方は是非、足を運んで頂け

たら嬉しいです。 

東やまたレジデンス 上野真理子 
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表紙写真 ペンネーム：国鉄福私鉄道（こくてつふくしてつどう）  
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～ 

時代劇が好きな人は知っている、もしかしてそうでない人も TV で見たことがあるかもし

れないが、50 年以上も斬られ役一筋の俳優、福本清三さんが初主演の映画が封切られた。 

今まで福本さんを斬りまくってきた松方弘樹さんなど時代劇スターが脇役を固めるらし

い。 

もう 10 年以上も前に「探偵ナイトスクープ」という番組で、知る人ぞ知る福本さんを 

「徹子の部屋」に出して知名度を上げたいという依頼があったのを思い出した。 

縁の下の･･･でも、一つの事を地道にやり続けると光があたる事ってあるんだなあ。 

(木村 重之) 

http://www.yamabikonosato.jp/

