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「あなたの一歩は私の一歩」 

東やまた工房作業室 2 森田 あかね 

 

 

◆ A さんの紹介 

Ａさんは 2010 年 4 月から東やまた工房(以下、工房)への通所を開始し、自宅から

単独で通所している男性です。工房でのメインの仕事は、自動車の工場で使用してい

る機械のフィルター加工です。お借りした専用の機械で 1 日 2 千枚以上を製作し、週

に 1 度、職員と一緒に受注先に納品に行っています。その他、工程の多い作業で 6 つ

の部品を工具とネジを使用し工程通りに組み立てたり、家事活動でタオルをたたんだ

り、夏季は工房で育てている野菜の水やりや収穫など様々な活動を行っています。 

A さんの自宅での過ごし方ですが、パソコンを使用してのゲームが好きで、好きな

ものをダウンロードして楽しんでいるようです。Ａさんは来所当時から現在まで出来

るようになったことが沢山あります。私も入職して３年目になりますが、Ａさんの支

援を通して、支援の方法や考え方を学んできました。今回はＡさんの支援エピソード

を紹介します。 

 

◆ 見えにくかった苦手な事 

上記で紹介した本人の日課をみると、難易度の高い作業

をこなしていたり、自宅で好きなゲームをダウンロード出

来るスキルがあり、難無く自立して過ごせているという印

象を持ちました。「A さんは何でも出来る！」と障害特性

をあまり理解せず関わっていたこともありました。 

私が関わり始めて間もない頃は、A さんの障害特性が

理解できず、構造化した支援を当たり前に思い、得意な

ことにしか目がいきませんでした。それは、振返ってみ

ると、支援の中では自閉症の特性に配慮がされ、苦手な

事が目立ちづらいからではないかと思います。 

 

関わる中でみえてきたＡさんの苦手な部分は、人の視線が気になる時や、コミュニ

ケーションをとらなければならない場になると、緊張で動くことが出来なくなったり、

活動に取り組めなくなることでした。印象に残っている場面として、健康診断の時に

集団で移動していると突然その場から走り出し、行方が分からなくなってしまうこと

がありました。A さんは人があまり通らない駐輪場の隅でうずくまり、職員が声をか

けても下を向いたままでしばらくその状態が続きましたが、他の受診者が終わった後

に、１人で受診できることを伝えると、ようやく顔を上げ受診することができました。 

苦手な部分に気付いたことで、得意な部分とのアンバランスさがみえてきました。 

工房のプランターで育てた

野菜の収穫中です！ 
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◆ 入職前の支援 

2010 年の通所開始当時は、他の利用者さんと対面する不安や、来所してから何を

すればいいのか分からなかった為か、工房になかなか入れなかったり、他の利用者が

来る前に来所しようと思ったのか 30 分も前に来所していたことも続いたそうです。

作業中、休憩中に困ったことがあると職員に聞けずに立ち止まってしまったり、作業

にもなかなか取り組むことが難しい状況もあったそうです。 

 

≪上記のことにアプローチした支援内容≫ 

・ 本人の理解に合わせた伝達方法で「業務連絡」と称し、工房にはいつ来て何をする

のかを明確に記した提示物を用意し、以後変更や新たな作業内容を伝える際にも業

務連絡を介して伝える。 

・ 1 日を明記したスケジュールを提示し見通しを持って過ごせるよう配慮。 

・ 作業時に必要なワードを記載したコミュニケーションカードを用意し、言葉でやり

取りをしなくてもそのカードを通してコミュニケーションをとれるよう伝える。 

 

≪支援の理由になっていること≫ 

工房内に入り作業に取り組むことがなぜ難しかったのか？、それは A さんの特性で

ある対人緊張やコミュニケーションをとらなければならない場面での不安があったか

らではないかと思います。また、工房に来てから何をするのかが明確でなかったこと、

いつ来ていつ帰るのかなどの見通しが持ちづらかったからではないかと考えられます。

この様な苦手さに配慮することで、安心して作業を行えるようになりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日常的に使用している 

コミュニケーションカードです。 

何についての業務連絡なのか、

伝えたいことを記しています。 

どこで何をするのか、いつ帰るのか等

を明確に記載しています。 

予め伝えることで安心して取り組める

ことができています。 
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◆ 支援者とＡさんの挑戦 

私がＡさんの支援に関わったエピソードを紹介します。 

 

＊エピソード① ≪本人を知る為の第一歩≫ 

A さんが主に進めている受注作業は週に１度職員が受注先まで行き、加工品の納品、

搬入を行っています。通所も安定してきたところで何かステップアップ出来る場を提

供したいと思い、せっかく主となり作業を進めているのだから納品も一緒に行けない

かと考え、2013 年度より計画を立てました。 

 工房内では職員が配慮した対応をしていますが、工房の外に行くと予測のつかない

本人の苦手な事があるかもしれません。A さんが不安を抱くことは職員も予想ができ

ましたので、どのように安心してもらい活動を始めていくか、これまでの支援方法を

カギに進めることにしました。 

 まずは納品に行くまでの準備として、車への荷物搬入を一緒に行いました。この作

業を通して、A さんが加工した物を会社に運ぶということを理解してもらいたかった

からです。何度か行ううちに車への搬入も慣れていったようで、率先して取り組んで

いる様子が見られました。いざ納品へ！という前日に「業務連絡」を使用し、納品に

一緒に行く旨を伝え、当日のスケジュールで納品に行くことを伝えました。 

当日は荷物を積み、一緒に納品に行くことが出来ました。初回は納品先での荷物の

積み下ろしのみをお願いしました。通常であれば事務所に納品書を渡しに行き、必要

な備品の受け渡しもあるのですが、本人の負担を考えて今回は省きました。どんな場

所に納品に行くのか？、先方の会社の人とコミュニケーションをとらなければならな

いのか？、など本人の不安を解消するために、スモールステップで計画を立てる事に

しました。 

 数回活動を重ねていき、いつもは職員のみが行く事務所に本人も同行してもらうこ

とにしました。役割意識を持ってもらう為に納品書を会社の方に渡すという役割をお

願いし、職員の後ろを歩き緊張しながらも任務遂行となりました(会社の方には事前に

A さんの納品同行の旨を伝え、ご本人の普段の様子や主に仕事を進めている事も伝え

ており、快く了承して下さいました)。 

 納品活動開始から１年以上が経ちました。現在も行っていますが、取り組む姿勢に

少しずつ変化が見られています。活動日には職員を待たず自ら車への荷物搬入を行う

ようになりました。納品先の事務所へ行く際は、ご本人が先を歩き入室しています。

そして納品先に持っていく納品書、備品は本人が率先して持ち、会社の方と手渡しの

やり取りをしています。これらの積極的に取り組む姿勢から A さんは「役割意識」を

もって仕事をしているという印象を受けました。 

 

＊エピソード② ≪安心して活動に取り組めるための配慮≫ 

 2014 年 9 月より月に 1 度、東山田スポーツ会館内(以下、会館)の清掃をボランテ

ィアで行える話が工房にあがりました。A さんの次なるステップアップにと考え清掃
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業務に参加することに決めました(以前から家庭より A さんは掃除が得意と聞き取り

を行っていたためチャンスだと思いました！)。  

A さんはどのように清掃を行うのか、手順書は使用できるのかを評価するために、

事前に工房内の清掃を試みました。必要な手順書を用意して伝えると、その通りに進

めることができました。 

そのことを踏まえ、会館内の実際の写真をもとに手順書を作成しました。また、A

さんが 1 番不安に思うと予想したコミュニケーションについては、清掃業務中に予想

される必要なコミュニケーション事項を記載したカードを用意しました(ex：教えて下

さい、終わりました、掃除用具を貸して下さい)。これまでの支援に学び、「業務連絡」

を用意し清掃業務用のスケジュールも用意しました。また、前述の納品活動の道中に

スポーツ会館を通り、この場所で清掃をするということも伝えました。当日は他の利

用者さんや他のエリアの職員も数名行く事になっていたので、緊張せず道中安心して

会館へ向かえるよう、A さんと職員の 2 人だけで向かえるよう設定しました。 

当日は安心してもらうために、始めに手順書の読み合わせをし、コミュニケーショ

ンカードを渡し業務の流れを確認しました。また、職員からの過度な介入は緊張を増

してしまうのではないかと思い、必要以外は見守りをすることにしました。 

清掃中は手順書を見て戸惑う様子なく取り組むことができ、コミュニケーションカ

ードで終わりを伝えてくれました。 

清掃業務第 1 回目を無事に終えた・・・と思ったのですが、清掃終わりにスポーツ

会館の職員からペットボトルのお茶を頂いた時のことです。本人は緊張でそのお茶を

取ることができず、戸惑う様子がみられました。工房で飲食する際はパーテーション

の使用や 1 人になれる部屋を用意し配慮をしています。頂いたお茶は、その場で飲ま

なくていいこと、自宅に持ち帰ることを伝えると安心しお茶を手にすることができま

した。お茶をもらって困っている本人をみて、得意なことと苦手なことを改めて実感

した場面でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

清掃業務時に使用した手順書(左)とコミュニケーションカード(右)です。 

＊手順書には清掃を行う順番や工程を記載し１工程ごとにチェックを記入し漏れのない

ようにしました。 

＊コミュニケーションカードは清掃時に必要になるワードを記載しています。 
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◆ 【出来ること】を引き出す 

 A さんは何を動機に作業に取り組んでいるのかを考えてみました。エピソード①、

②でも紹介したように、工房に来ると何をすればいいのかが明確になっていること、

配慮された環境の中で安心して取り組めることが動機に繋がっているのではないかと

思います。また、安心して取り組める環境の中で、新たな活動へのチャレンジも動機

になっているのではないかと思います。自分が新たに取り組むことへの意欲や楽しみ

が表情や取り組み姿勢から感じられます。 

これまでの支援の中で、ご本人の特性を理解し得意なことを活かすことによりご本

人の可能性が伸びることが分かりました。構造化された支援を当たり前に思わず、ご

本人のことを理解しながら支援を進めていくことが重要だと考えました。 

そして、構造化することで本来 A さんがもっている「出来ること」を引き出すきっ

かけになっていると感じています。A さんの特性として、対人緊張やコミュニケーシ

ョンの問題で苦手な面が前に出てしまいますが、その苦手さが前面に出てしまうこと

で、持っている能力が埋もれてしまっている状態にあるのかもしれません。 

現在まで行ってきた支援は「出来ること」を引き出す支援です。まだまだ A さんに

は「出来ること」が沢山あるのだと思います。支援を通して出来ることを引き出し、

A さんの可能性を今後も見つけていきたいと思います。A さん自身と職員の挑戦は始

まったばかりかもしれません。今後も互いに挑戦し可能性が伸びると思うと日々がと

ても楽しみです。 
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～コラム～ 

初めまして。今年度からポルト能見台で勤務しております、大橋瑛美と

申します。どうぞよろしくお願いします。 

私の出身は岡山県で大学を卒業するまでずっと実家暮らしをしていま

した。社会人になり初めて地元を離れ、一人暮らしをしています。 

ここで少し、私の地元を紹介したいと思います。私の地元は岡山県真庭

市という、とても自然豊かな地域です。面積だけでいいますと岡山県の中

では一番大きな市ですが、森林面積が８割を占めています。そのため遊ぶ

ところはなく、車で２時間程かけて岡山の中心地に出かけないと映画を見

たり買い物をすることができない、今考えるととても不便な生活をしてい

ました。ですが私は地元が大好きです。横浜のようにキラキラはしていま

せんが、自然の中にさまざまな観光名所もあります。そのひとつが「千と

千尋の神隠し」のモデルにもなった、湯原温泉郷です。これからの季節、

雪景色を見ながらの露天風呂はおすすめです。 

なかなか西日本には行く機会がないかもしれませんが、機会があればぜ

ひ岡山へ。田舎ならではの、ゆっくりとした時間を過ごすことができると

思います。 

ポルト能見台 大橋瑛美 
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振り返る道向かう道⑫ 最終回を迎えて                           

小林 邦子 

 

 

 最重度の自閉症である息子俊文は4 8歳。世間の理解は得られなかった幼児期、少年期。東やまた入所という大きな幸運を

いただいて 1 7 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

の域に入って改めて振り返る過ぎゆきの記載も最終回を迎えた。 

 

 お昼のお弁当を持参して、俊文と月１回の面会をするという計画が毎月欠かさず実

行されて 1 年半が過ぎた。当初は母親と一緒に食事をという計画だったが、一緒に食

する気持ちのゆとりはなく見守るのみである。それでも俊文は充分満足している。面

会室のテーブルにお弁当や、俊文の好きな鶏のからあげや、シューマイをならべて待

っていると、俊文が嬉しそうに入ってくる。そして好きなものから勢いよく食べはじ

める。２度目の面会の時、用意したお弁当が足りなかったらしく部屋を出て食堂に行

こうとした。高齢で小食となった自分の尺度に合わせてしまったのだ。この時は、俊

文がいつまでも空腹でいるような気がして、貧血気味の俊文なのにと、つらくなって

その後はたっぷりと用意するようにした。 

 

ところが今度は好きなものばかり口にして満腹となるので、野菜を食べない。１回

目の面会では野菜ぎらいだった俊文が、自分から野菜を食べていることにおどろき、

奇跡とも思えて感動したのだが、やはり私はしつけのできない甘い親なのだ。しかし

付き添ってくださる担当の方より、普段は自分から野菜を食べているのでと励ましを

いただき、気が楽になった。甘いものをと毎回今川焼をひとつ持ってゆくのだが、和

菓子にしたことがある。すると私のバッグや手提げをひっくり返して今川焼をさがし

たので、これを楽しみにしていることを知り、今川焼を欠かさないようにした。食事

をとる俊文の手の動きを見ていると、しみじみとした嬉しさが湧く。前の施設で多量

の投薬が始まってから俊文の指の第一、第二関節すべてが内側に曲がってしまい、動

物の前足のようになっていた。投薬の減った今は指がぜんぶのびている。こんなに長

いきれいな指であったのかと、これも感激である。 

 

俊文は食事に満足すると、私の顔をじっと見つめて、「もう戻ってもいいね」と確か

める表情をしてから、バイバイの手を振って面会室を出てゆく。ほとんど目を合わす

ことをしないが、この時のみ私を見つめる。面会をすれば帰宅をせがんでパニックを

おこすだけと 10 年以上も案じていたのに、こんなにあっさりと母親と別れて作業室

に向かうなどという情景を想像したこともなかった。毎回１人、付き添ってくださる

職員の方々はそれぞれ忙しいなかを有り難いかぎりである。俊文との面会が続くなか
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で、職員の方々と会話をする機会ができたことは有意義で、俊文の日常を見てくださ

る眼差しにあたたかさを知り、ほのぼのとした思いで帰途につく。 

 

 俊文が小学生のころ、休日を過ごせるところがあればどこにでも出かけたが、誘わ

れて成人施設の体育祭に行ったことがある。このとき大きなショックを受けたのは、

年老いた父母の姿だった。あれほど老いても自分の子の保護者という立場をつづけて

いる。たいへんなことだ、気の毒だと思ったが、自分の身の上には結びつかなかった。

俊文が大人になる頃には普通の成人になるという姿しか考えていなかった。あれから

４０年余りを経て、若い保護者から、むかしの自分が感じたようなショックを受ける

という現実を知った。法人では新しい通所施設の開設に尽くされて、新設ブランチの

保護者とは総会、各ブランチの代表者会で顔を合わせるようになった。通所の若い利

用者の母親は４０代、５０代と、私の息子たちとほぼ同世代である。年若い保護者が、

レジデンスの保護者を見て「わっ、すごいおばあさんがいる」とつぶやいた人がいた

という話を聞いた。「おばあさん」と言われた人は私よりも年下なのに、自分もショッ

クをあたえているのかと少々落ち込んだ。 

 

 レジデンスの保護者は高齢化や体調を悪くする人が多くなり、年ごとに役員を受け

る人を出すことが困難になった。入所という恩恵を受けながらという声が通所の保護

者からあがっているというが、里ぜんたいの保護者会会報の編集員、会計担当は能力

的な衰えで受けられないという人が多くなった。私も、ブランチ内だけの連絡員なら

よいのだが「すごいおばあさん」となった現在、各ブランチの代表が集まる役員会に

出るのはおっくうに思う。保護者会など不要という声もあがるようになった。 

 

保護者会をなくしてしまえば、法人を支えてゆけない。そんな状況を案じ、里で活

躍する役員たちが立ち上がってくださった。半年間を限定とした、やまびこの里保護

者会組織検討会が平成 23 年の６月に発足し、先ず、各ブランチにアンケート用紙が

配布された。全会員から回収した声をもとに検討が重ねられた結果、年末に新しい組

織が構成された。新たな役員の方々には頭が下がるが、ブランチ全体の統一された新

組織の保護者会により、各ブランチの負担が軽減され、従来のブランチ役員は連絡員

という役を果たせばよいこととなった。私はこの年にレジデンスの役員を受けていた

ため、検討会に都度加わったが、中心となった方々の卓越した発案・発言力、進展さ

せる力に目をみはり、優秀な方々の存在を頼もしい限りに思った。 

 

 

 

 

 

 



 

１９８０年５月７日 第三種郵便物認可 ２０１5 年１月１５日発行 ＫＡS１４８２号 

 

   

 
マンやま 

10 

 運転をやめてから５年たった。ほぼ半世紀にわたる運転歴で、免許証の更新まで３

年残っていたが、やめることに未練はなかった。結婚前は遊びであったが、その後は

俊文にせがまれるままに首都高などの高速道路を命がけで走りに走った。夫は日帰り

の関西出張などが多く、羽田空港や新横浜駅まで、早朝深夜の送迎もした。車の持ち

込みで配達のしごともした。更に長男の妻が体調を崩したときに、下の２歳の孫を何

ヶ月間か預かり、この時は川崎の保育園まで毎日送迎し、翌年は高齢化した私の母の

介護のための運転だった。運転した距離は計り知れないが、自分史を物語る運転歴で

ある。いま俊文がレジデンスからドライブに連れていっていただいた話などをうかが

うと、こころの痛みが消えてゆき、感謝で胸がいっぱいになる。 

 

この連載を「振り返る道向かう道」としたのは、深い意味もなかった。タイトルを

考えあぐねていた時、わが家の本棚にある『過ぎてきた道これからの道』が目につい

た。短歌の先師の随筆集だが、この表題をいただいてなぞったのである。振り返る過

去のできごとを書くことは容易だったが、「向かう道」とはたいそうなタイトルをつけ

てしまったものだと後悔した。これから進もうとする道には母子共々の高齢化という

壁が前方から向かってくるのである。やまびこの里に多数の方々が入所を希望されて

いるのに、自分だけが良い思いをしてはならないと思うが、もう俊文を家庭に引き取

ることはできない。今後もやまびこの里にとりすがってゆく以外にないという自己中

心の願いのみで、建設的な考えも持たないうちに最終回となってしまった。「向かう道」

はどうあれば良いだろうかと、田村紀子さんに助言をもとめた。 

 

 田村さんとは、小児療育センターでの互いのこどもが幼児期からの友人である。俊

文たちが小学生だった頃より、自閉症専門の施設をつくるという強い意志を持ってお

られた。当時、療育センターのケースワーカーであられた関水実氏の助けを得ながら、

活動を続けてやまびこの里の建設が成った。私は自閉症専門の施設なんて実現するは

ずがないと、何の協力もしなかったことを以前に記した。しかし現在やまびこの里に

よる恩恵を受けているのは私たち親子である。現在、田村さんが講演される「成年後

見人制度」についての学びなどに参加させてもらうことがあるが、電話でのやりとり

は稀になっている。助言をもとめての久し振りにかける電話である。 

 

電話をすると、９月発行の「マンスリーやまた」をすでに読んでくださっていて、

田村さんから先に「向かう道って題にあるけど、なにを書くの」と聞かれた。それを

教えてくださいと意気地のないお願いをした。田村さんは、ご自分が向かう道をしっ

かりと見つめておられる。親なき後、本人の将来の幸せのために親としてなしておく

こと、本人の気持ちを大切にして添っていくことなどを教えてくださって、ようやく

自分の向かう道が見えた。やまびこの里に縋ることしか考えていなかったが、非力で

あっても里をささえる一員にならねばと思った。法人は次々の新しい施設を考えてく

ださっている。それによって救われる家庭があることを今更ながらに気づいた。そし
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て関水施設長が退職されたことを惜しみ、奥様の介護のためにというご決心は素晴ら

しいけれど寂しいわねと、田村さんと語りあった。 

 

 私は子供のころより、将来は小説家になるという夢を持ち、ノートに何篇もの少女

小説を書いていた。しかし手先が不器用で最悪の文字、そのうえ書いているうちに気

が早って乱雑になり、誰にも読めない小説となる。ようやくパソコンという利器が登

場して、自分の書いた小説が書店に積まれた光景を目にしたのは、７０歳近くになっ

ていた。無名のこともあって、それほど売れなかったが、私の気持ちに余裕ができた

こと、孫たちに手がかからなくなったこと、母の介護から開放されての、ようやく夢

を果たした小説出版であった。これもやまびこの里より、手厚い支援があってできた

ことである。 

 

小説『風雪の一刀』は、江戸時代の私の先祖が、自分の生い立ちや下級武士として

の頑張りを記録していた文書を、私が解読して小説にした。関水施設長が「面白かっ

た。明け方まで読んでしまって今日は寝不足ですよ」とおっしゃってくださってとて

も嬉しかった。この小説出版が、今回の連載を依頼された動機になったのだろうか。

12 月に、文学者で歌人の半田良平の生涯を記した本を、再び角川学芸出版社から出す

のだが、俊文をお願いしながら勝手なことをしているという罪の意識が常につきまと

っている。施設長さんが替わってやまびこの里は新しい時代を迎えるのだろう。私は、

あと何年を心身ともに健康でいられるか分からないが、自閉症の人たちが幸せに過ご

してゆけるやまびこの里を願い、残された年月をできることには参加してゆきたいと

思っている。 
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社会福祉法人横浜やまびこの里  

管理部長 山本俊彦 

 

現在、国レベルでは社会福祉法人についてのあり方に関する検討が

進められています。「地域における公益的な活動の推進」、「法人組織

の体制強化」、「法人運営の透明性の確保」といった論点は、今後も社

会福祉法人が福祉の担い手として必ず実施していかなければならい

事項であり、「法人の規模拡大・協働化」「法人の監督の見直し」とい

った論点は、今後も多様化・複雑化する福祉ニーズに対応する必要な

事項として検討されています。横浜やまびこの里もこうした流れの中

で、今一度法人の在り方を見直さなければなりません。 

 

また、一方で横浜やまびこの里も事業規模の拡大に伴い、法人運営

の方法や幹部職員の役割を見直す時期に来ています。法人設立時は通

所施設「東やまた工房」の運営から始まりましたが、現在では障害者

支援施設（入所施設）1 か所、生活介護事業所（通所施設）6 か所、

就労移行事業所（通所施設）1か所、グループホーム 10か所（2月か

らは 12か所）、相談事業所（発達障害者支援センター・就労支援セン

ター・学齢後期発達相談室）3か所、ヘルパーセンター（行動援護・居宅介護・重度訪

問介護・移動支援）1か所、地域ケアプラザ 2か所の運営をしています。 

 

大規模な法人とは言えませんが、事業所数、利用者数、職員数も増え、事業の種類

も多岐にわたってきました。この間、組織体制もその都度見直してきましたが、事業

規模にあわせた運営管理にあたる必要があります。一部の幹部職員が業務内容の細部

にまで指示したり方針を出したりするという、言わば中央集権的な運営体制には限界

が来ていると思われます。今後は、権限の分散化により各セクションの管理職の権限

強化を図るとともに、主体的な事業計画の立案・執行、予算管理、人事管理などをそ

れぞれが運営責任を果たす必要があります。その一方で、法人としての一体性を保ち

つつ、自閉症児者や地域のニーズに応える事業展開を進めていかなくてはなりません。 

 

この間、管理職も育ってきており、いろいろな役割を担うことができるようになっ

てきました。次年度からの権限の分散化と責任ある執行体制を構築するために、検討

を始める予定です。大きな組織体制の変更はないかもしれませんが、（私を含め）幹部

職員・管理職がその職責を自覚し、検討を進められたらと思います。 
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ノートンの 《映画、大好き！》 

「今度は愛妻家」(2010年)  

 

 年末年始はあっという間に過ぎ去ってし

まいました。今年は少しゆっくりできたお正

月でした。忙しく、慌ただしい時間が続くと

自由な時間が欲しくなり、自由な時間にやり

たいことを色々と考えるものですが、いざ自

由な時間ができるとひたすらダラダラ過ご

してしまうものですよね。このお正月の私は

まさしくダラダラとし、ビールを飲んで酔っ

払ってはヨロヨロしていました。だらしない

親父でもいいじゃないか！と開き直って今

日もビールを飲みつつフラフラしているノ

ートンです。 

さて、ダラダラする時は自宅で映画を観るの

が一番。ということで、いくつか映画を観ま

した。過去に観た作品も観直したり、1 日家

に引きこもりながら映画鑑賞。これもまた幸

せな時間です。年末に観た映画ですが、「今

度は愛妻家」という邦画の良さを再確認した

のでご紹介したいと思います。主演は豊川悦

司と薬師丸ひろ子。クリスマスの時期のお話

で、切ないラブストーリーです。 

 では、簡単にストーリーを・・・ 

 

 カメラマンの北見俊介(豊川悦司)とさくら

(薬師丸ひろ子)は結婚して数年が経つ夫婦。

2 人は沖縄旅行に出かける。旅行から戻って

きてからどうも夫婦関係がうまくいかない

2 人。。かつては売れっ子カメラマンだった

俊介は仕事も手につかなくなってしまった。

今ではさくらの目を盗んでは撮影を依頼し

てきた若い女優志望の蘭子(水川あさみ)に手

を出そうとしたり・・・。そこをさくらに目

撃され、さくらは家出。2 人の仲はいよいよ

ギクシャクしてしまう。俊介の作品に惹かれ

て助手になった誠(浜田岳)や色々と世話を焼

いてくれているオカマの文太(石橋蓮司)にも

愛想をつかされる始末。ある日、さくらが久

しぶりに自宅に帰ってきた。その時、さくら

から「別れよう」と最期通告されてしまう。

最後に記念撮影を撮ってと依頼され、久しぶ

りにカメラを撮った俊介。被写体のさくらか

ら俊介は自分のカメラマン魂が呼び起こさ

れるのを感じる。写真を撮り終えた後、さく

らは去っていった。再び１人になった俊介は

何をやってもさくらのことを思い出してし

まう。最後に撮影したさくらの写真を現像す

る俊介。そこに映っていたものを見て、改め

て現実を実感する。果たしてその結末は・・・。 

 

 切ない大人のラブストーリー。冬の季節に

ピッタリの内容です。失って初めてわかるこ

と。普段は当たり前に感じている存在が自分

にとってどれだけ大切かということは、いな

くなってからわかるものです。この映画を観

て、当たり前のように自分の周りにいる人こ

そ、自分にとってかけがえのない存在なんだ

と感じることができます。けど、なかなか優

しくできないのも人間。そんなことを感じる

ことができる映画です。いい映画です。ぜひ

ご鑑賞くださいませ。 
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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 

 

 

 

 

 

 

グループホーム入居 1 年たって の巻 

 

８月３０日 プールの｢訓練会｣（私たちの住んでいる市の事業・市在住の在宅障害者

10 人以上のメンバーが週 1 回活動をすると年間 16 万 5 千円の助成金）の余暇活動

で、水族館&バーベキューを食べながらの花火見学。花火シンフォニア（踊る！海花火）

というだけあって、音楽と合わせた様々な花火が打ちあがったり噴き出したりで本人

たちも飽きずに見られる構成、短い時間でも満足（申し訳ないが某海岸でのパ～ン…

（空白）…パーン…はツマラナイ）。バーベキューはやたらに焼きおむすびが多くて食

べきれず、たぶん冷凍物を解凍したものだったのでみんなで持って帰る。そして後日

のデング熱騒ぎでこの日あたりに患者がこの付近を歩いていたことが発覚…まあ誰も

熱出さなかったけど。 

 

８月３１日 なんだか今年は涼しくなるのが早いね～と言っている中でのランニング

の会。走る前に何周走るか申請し、その分ヘアゴムを手首に巻いて、一周するたび一

本ずつ箱に入れるというシステム。今回も３周の申請で走り出すも、歩行組に交じっ

て寄り道しながら歩いているので私が出動、ジョギングペースで残り２周半を走る。 

 

９月 １日 ベーカリーの後ヘルパーと造形の訓練会に行くことを朝次男に伝えそび

れた私のミスで、ベーカリーを出たところでヘルパーを見て混乱し３０分動けなかっ

たとのこと。（何千回目の）猛反省！ まだまだ私のミスはなくならない…ゴメン。 

 

９月 ３日 ＮＨＫ「防災～一歩先を見据えて」で埼玉の親の会さんの取り組みを紹

介している。消防署向けの冊子とそれを使った訓練の様子。「ファーストインパクト者

が知っておくべき」特徴を書いたものを本人たちが持っている。 

★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2013年10月

からグループホーム（週末帰宅）で暮らしています。 
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９月４～５日 ベーカリー社員旅行、富士山方面。 

 

９月 ６日 「盲導犬にけがをさせる人がいる？」というニュースで、犬を訓練して

吠えないように抑圧（虐待）している障害者、という論調もあると聞く。 

 

９月 ９日 利用している宅配生協で「お盆も利用してくれた人にプレゼント」、とい

うキャンペーンをやっていたらしく、うちが当たったとのこと！！新米２キロとリン

ゴ４個いただく。ひゃ～たまにはいいことがある～ 

 

９月１０日 市の子ども支援課主催で療育相談センター（以下療相）設立時（６年く

らい前）から保育士や幼稚園教諭向けの「発達障害者支援コーディネーター研修」を

している。その中の「保護者の経験から」という一こまの講師として依頼され久しぶ

りに「営業」をする。パワーポイントを使ってその頃の次男の様子、助かった支援、

困った支援などを話す。次男は長男と違うことが多いと思っていた、でも１歳半健診

はそのことを訴えたがスル―していた。市立保育園に入り、（入ってすぐの４月に２歳

になった）集団生活の中で「違うこと」が大きく目立ち、園長先生に受診を勧められ

たのだが、保健所もまして児相にもつながっていない保護者に受診を勧めるのは結構

大変だったのではないかと思う。 

今は超早期に保護者からの相談がある一方、相変わらず決して受診を認めない保護

者もいるとのこと。 

 

９月１３～１４日 親の会での「ボラと本人との一泊旅行」。大学生のボランティアが

ついてくれ、楽しんできた様子。「何か困ったことはなかった？」と聞いたら、「全然

なかったです～、ただ買い物のところで、一緒に行ったメンバーさんの会計が全部済

むまでレジを離れなかったです（笑）」とのこと。相変わらず「しんがり」勤めをして

いるようだ。 

 

９月１７日 バラエティ番組で「人間は得体のしれないものから逃げるのが一番怖い

のでわざわざ（危険なところを）見に行ってしまう」、という心理学の方の話。次男な

んかでもただただ遮蔽しただけではだめで、確認できるようにしておく窓を設ける。

なんだ、それがちょっとタイトなだけじゃん、と思う。 

 

９月１９日 ベーカリーでの次男の仕事ぶりが鈍っている（とりかかりが遅い、持続

しない…）とのことなので、面談をして職員に作戦を授ける。一生懸命メモをしてい

るが・・・ 
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９月２２～２３日 「きょうされん」全国大会。一日目は事業所全体でバスを仕立て

て参加、二日目は希望者だけヘルパーと参加。母たちの有志はボランティアとして参

加。二日目はヘルパーとしてベーカリーの職員がついたので、１４人のなかの一人で

はなく次男個人をじっくり見てもらいたいと思っていた。何に興味を持つのか、大勢

のなかでの本人が困ることは何か、何を見本に動いているのか、などなど・・・ 

 

１０月 １日 ・・・という私の願いもむなしく…ついに商品に手を出してしまって

いることが分かる。（ピザ生地からはみ出している溶けたチーズをむしって食べる）支

援の転換は「本人がわかりやすいように」「転換作業時間の確保できる」１２日の運動

会後にします、といわれたが、今までの経験上いわゆる「問題行動」を修正するのは

それをやっている時間の倍の時間がかかるのだ！！！いてもたってもいられず半日ベ

ーカリーの次男を見に行く。何の作業もせずレジの隅にずっとすわっている。 
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本棚から 

  

 

 

『時代が締め出すこころ』精神科外来から見えること 

青木 省三 著 岩波書店 

 

時代の移り変わりやそれに伴う障害像の変

化、人を見る（診る）上で大切なことなど、精

神科医である著者が、患者さんの事例や仕事で

の経験談をもとに書いたこの 1冊。今の自分の

仕事をする上でも、人と人の関係を考える上で

も、“変わらない基本”としたくなるポイント

がちりばめられています。 

 

この本を最初に読んだのは 3年ほど前、私が

発達障害者支援センターに入って 2年目くらい

の頃でした。内容としては広汎性発達障害やア

スペルガー症候群など、知的障害のない、診断

をするべきかどうかを含めて考える必要があ

るグレーゾーンの人達のことが多く書かれて

います。当時は自分自身が発達障害についても

っと理解するためにという意識で読み始めた

のですが、知識的な分かりやすさもさることな

がら、文章の表現力に引き込まれたのを覚えて

います。「（仕事で）自分もこういう伝え方がで

きたらいいな」と思う場面が何度も出てきます。 

 

今回、本棚からで紹介する本を考えたときに

この本を思いつき、改めて読み直してみました。

私は、小説やマンガ（を読むことが多いのです

が）、仕事や勉強関係の本に関わらず、いいな

と思ったら同じ本を何度も読み返すタイプで

す。同じ本でも、読む時の自分の年齢や経験が

変わると考え方や感じ方も変化しているので、

印象に残るところが違ったり、新しい気づきが

あったり、本を読むことでそんな自分の変化に

気づかされたりなど、色々な感覚を味わえると

ころも読書の醍醐味だと思っています。そして、

この本もそんな何度も読み返す 1冊になりそう

な気がします。 

 

発達障害以外にも興味深いテーマが盛り沢

山で、紹介したい内容を挙げていくとキリがな

いのですが、特に印象的だった文章をひとつ。 

 

病む人や苦しむ人の言葉をできるだけ正確

に必死に受け取ろうとしたとき、たくさん

の声や物音に紛れて見失いやすい、かすか

な声や思いに気づくことができる。病む人

や苦しむ人の分かりにくい言葉に一生懸命

に耳を傾けることは、流れるように言葉を

聞くのではなく、一瞬も注意をそらさずに

聞きとろうとする姿勢となる。 

 

常に意識を研ぎ澄ましていることはなかな

か簡単ではないですが、その“姿勢”を続けて

いこうとすることは必要だと感じました。 

 

最後はちょっと堅苦しくなってしまいまし

たが、とても読みやすいお勧めの本です。この

著者の他の本も変わらぬ魅力でやはりお勧め

です。機会があればぜひ手に取ってみてくださ

い！ 

＜大貫賢一＞ 
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                        ～その 59～ 

「普通の施設」か「脱・横並びの施設」か    

 

唐突ですが、あなたの家の近く、同じくら

いの距離のところにラーメン屋さんが三軒

あったとしましょう。Ａ店とＢ店は「普通の

ラーメン屋」、Ｃ店は「脱・横並びのラーメ

ン屋」だとします。あなたなら、どのラーメ

ン屋さんに行ってみたいと思いますか？ 

私でしたら、真っ先にＣ店に行きます。Ｃ

店が気に入ればそれでよし。Ｃ店が気にいら

なければ、しぶしぶＡ店かＢ店に行くかもし

れませんが、それよりも「脱・横並びのうど

ん屋」を探すかもしれません。 

ここで大事な点は、「普通のラーメン屋」

は利用者にも働き手にも選ばれないが、

「脱・横並びのラーメン屋（うどん屋）」は

選ばれる可能性がある、ということです。な

ぜでしょう？ それは、サービス業において

＜普通＞であるということは、＜だいたい他

と同じ＞サービスを提供していることにな

るからだと思います。＜だいたい他と同じ＞

ならば、わざわざそこを選ぶ必要はないとい

う判断と行動を利用者や働き手に取らせて

しまうのです。 

しかし、＜脱・横並び＞であれば、そこは

＜何か他とは違う＞サービスを提供してい

ることを主張しています。利用者や働き手は、

そこで何か違う体験ができるかもしれない

という期待を持ち、そこを選ぼうとするので

す。もちろん、実際に行ってみたら、全く期

待外れだったということがあるかもしれま

せん。が、それはそれで、利用者や働き手に

とってダメなものは淘汰され、良いものは支

持されることになり、サービスの質や量を活

性化させる効果があると思います。 

かつて、私は、とある施設長から「うちは

普通の施設を目指す」ということをおっしゃ

るのを聞いて、目を丸くしたことを覚えてい

ます。おそらくその方は、「施設の運営基準

を守り、予算の範囲内で適正にスタッフを配

置し、営業時間内に障害のある利用者に公

正・公平に施設福祉サービスを提供する施設

を目指す」ということが言いたかったのだと

思います。もちろん、これらはとても大事な

ことで、利用者やスタッフを食いものにする

ようなブラック施設にはならないという意

味で、至極まっとうな基本方針です。 

しかし、経営戦略的に見れば、「普通の施

設」＝「だいたい他と同じ施設」になる危険

性を自覚しなければなりません。＜だいたい

他と同じ＞なら、そこを選ぶ意味がなくなっ

ていくのです。 

2000年に施行された社会福祉法により、施

設入所や福祉サービスが措置から契約の時

代に変わり、15年ほどが経ちました。そして、

これからは少子化がますます加速し、労働力

人口がどんどん減っていく時代です。より良

い福祉サービスを受けたいと思う利用者は、

「普通の施設」ではなく「より良い施設」を

探そうとします。働き手もまた、「普通の施

設」ではなく「より良い施設」で働きたいと

思うでしょう。「より良い施設」になるには、

まずは「普通の施設」から「脱・横並び」へ

と一歩を踏み出さなければなりません。＜何

か他とは違う＞ことを主張することが、生き

残りの戦略になると思うものです。 

＜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。今年の 10 月から東山田地域ケアプラザで働くことになりま

した、看護師の中村晴香と申します。よろしくお願いします。 

 今回は私の自己紹介を兼ねて、横浜の好きな場所についてご紹介したいと思

います。 

 私は写真、散歩、買い物、カフェ巡り、お酒が趣味なのですが、その全てを

満たしてくれるのが、「みなとみらい」です。潮風を感じながら、都会らしいエ

ンターテイメントを満喫できる素敵な町。過ごし方としてはランドマークプラ

ザ、クイーンズイースト、ワールドポーターズと散歩がてら買い物を楽しみ、

ちょっと疲れたら赤レンガ倉庫のカフェでひと休み。海と都会の街並み」を写

真におさめつつ、山下公園の方までさらに足を伸ばします。夕方～夜にかけて

一刻一刻と表情を変えていくみなとみらいの街並みを眺めていると、もう夕飯

時。近くの横浜中華街でお酒とグルメを楽しみます。昔から変わらない、私な

りのみなとみらい満喫コースです。 

 今の時期にはいろいろな場所でイルミネーションを楽しむことができるの

で、更におすすめです。赤レンガ倉庫前で毎年行われるクリスマスマーケット

も楽しいですよ。ぜひ足を運んでみて下さい。 

東山田地域ケアプラザ 中村晴香 
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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～ 

 明けましておめでとうございます。と書きつつ、年明け前にこの編集後記を書いてい

ます。 

年末恒例の大掃除、取り掛かったのは良いのですが、断捨離のできない私は、部屋に

あるものが、右から左へ、上から下へと移動するだけ、たまに出てくる写真や雑誌に時

間が奪われて、ちっとも減らない片付かない状況です。毎年のことですが、上手に整理

できる人間になりたいと願うばかりです。(小林信篤) 

http://www.yamabikonosato.jp/

