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瑠璃の屋形
瑠璃の屋形の利用者であるNさんが、今年の5月15日に行われました公益社団法人広島県パ
ラスポーツ協会主催『第16回広島県障害者陸上競技会』の50ｍ走に出場され、見事1位となり
ました。コロナ渦ということで、表彰式は行われず、後日郵送にてメダルと賞状を受け取ら
れ、事業所に持って来てくださいました。
Nさんに出場のきっかけや1位になった感想などを伺いました。
🎤 陸上競技会にはどうして出ようと思ったのですか？
👩 新しいことにチャレンジしようと思って、やってみようと思いました。
🎤 種目を50ｍ走にされたのはどうしてですか？
👩 1000ｍ走、100ｍ走、砲丸投げ、幅跳びがあったけど、長いのはしん
どいかなと思って、短いのがいいかなと思って50ｍ走にしました。
🎤 大会に向けて何かトレーニングはされましたか？
👩 何もしてないです。でも、普段からよく歩いたり、自転車に乗ったりするので足は丈夫かな
と思います。
🎤 大会本番はどんな気持ちでしたか？
👩 特に緊張することなく自然とその日を迎えられました。走る時も自然体で走
れました。集中して何も考えず、とにかく走りました。最初は3位くらい
だったけど、だんだんと順位が上がって、これはいける！！となりました。
🎤 ゴールした瞬間はどんな気持ちでしたか？
👩 周りの人たち、今のゴール見てくれたかな。運動が苦手なので、思ってもな
い結果でうれしさよりびっくりが大きかったです。夢みたいでした。人生の中で初めての1
位でうれしかったです。
🎤 賞状、メダルを受け取った時はどんな気持ちでしたか？
👩 びっくりしました。1位になったんだと実感も湧いたけど、今もまだ夢を見ている感じで
す。1位になれたのは奇跡です。家族も喜んでくれました。賞状とメダルは埃をかぶった
り、色あせたりしたら嫌なので大事に保管しようと思います。
Nさんは、「また大会があれば出たい。また1位を取りたい！」と次回の大会にも意欲的で
す。また、「砲丸投げや幅跳びにもチャレンジしてみたい！」と他の種目への挑戦も話して
くださいました。Nさん本当におめでとうございます！！
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ヴィータ
少し肌寒い季節となってきましたが皆様いかがお過ごしでしょうか？さてヴィータでは、
福祉関係者の方とのご縁により、株式会社三和ドック様のビル清掃作業に携わらせていた
だく事となりました。ビル清掃作業では、1日4時間の作業でトイレ・階段・休憩フロア・
更衣室・廊下等の掃除を行います。作業開始当初は覚えることがたくさんあり、上手く作
業ペースがつかめないこともありましたが、今では作業ペースも確立し、個人の目標達成に
向けて取り組んでおられます。そこで利用者さんにビル清掃作業についてMさんとSさんに
インタビューを行いました。
作業開始から5か月経過した今の感想と今後の目標をお聞かせ下さい。
Mさん
【感想】
最初はモップがけ作業をしたんですけど、モップのかけ方が最初は分からなくて、職員さん
に教えてもらって出来るようになりました。後、最初はテンポよくモップがけが出来なかっ
たんですけど、回数を重ねていくうちにテンポよく出来るようになりました。
【目標】
僕の目標は一般就労です。ヴィータで丁寧に作業をする事。時間を守って作業をする事を学
びました。それを継続出来るように体調管理をすることが出来ているので、継続して一般
就労に向けて頑張りたいです。
Sさん
【感想】
はじめの頃は、終了時間ギリギリだったんですけど、回数を重ねていくう
ちに、自分の中で目標時間を決めたりして余裕を持って出来るようになり
ました。
【目標】
私の目標は一般就労です。私はヴィータで時間を守ったり、自分の中で時間設定して作業に
取り組むことを学びました。ただ、出来る日と出来ない日があるので、ムラを無くして一
般就労に向けて頑張っていきたいです。
MさんSさんお忙しい中インタビューを受けて下さりありがとうございました。
朝から夕方までのハードな作業ではありますが、それぞれの利用者さんの得意なことを生
かせるよう分担して作業を行っています。また、それぞれの利用者さんが責任感を持ち、丁
寧に掃除をしていただいたこともあり、株式会社三和ドック様からお褒めの言葉をいただ
きました。これからもご期待に応えるべく努めて参ります。また、10月20日に行われるふ
れあい障害者合同面接会企業求人一覧表を確認すると、現在障害者雇用の中で清掃員など
の業種が増加しています。今回のビル清掃作業のようなヴィータの作業・活動を通じて、利
用者さんには選択肢の一つとして考えていただければと思います。また、ヴィータでは引き
続き障害者雇用の促進、啓発活動に取り組んでいきたいと考えています。
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やまと
少しずつ過ごしやすい季節となってまいりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。やまと
では、コロナウイルス対策をしつつ日々利用者様と共に作業を行っています。夏から秋にかけ
ては、田んぼの畦の雑草が1~2週間間隔ですぐに生えてきます。
利用者様と一緒に炎天下の中ではありましたが、休憩を入れつつ作業を行いました。
また、6月、8月と市有地の草刈り作業があり、こちらも並行して行うということでかなり重
労働でしたが、「草刈りに参加したいです。」「丁寧な作業はまかせてください」など利用者
様の方からぜひ参加したいと声を上げてくださる方がいらっしゃいました。
梅雨が過去に例のないほど早く明けたこともあり、本当に大変な
作業でしたが、怪我もなく無事に終えることが出来ました。次は
10月に市有地の草刈りがあるので、そちらも利用者の皆様と一緒に
作業をおこなってまいります。
そして、草刈り作業を並行して田んぼ内の「稗」(ヒエ)という雑
草がたくさん生えました。どうしたら生えないのかといろいろ試行
錯誤しています。今後も地域の方々からのアドバイスや助言を生か
して頑張っていこうと思います。
まだまだコロナウイルスが蔓延していますが、皆様におかれまし
てもくれぐれもお体にはご自愛ください。

地域生活支援センターるり

‼︎

地域生活支援センターるりでバンド活動しているルーリーズが東広島芸術文化センターく
ららで開催された「あいサポートふれあいコンサート」に9月11日出演してきました。みな
さんこの日を目標に練習されて、本番前はとても緊張されていましたが無事15分のステージ
を終えることができました。ルーリーズはそれぞれが創作した曲や詩を自分達のバンドでア
レンジして演奏するということを2000年からスタートして今年で22年目となります。今ま
でたくさんの人がこのバンドに参加してオリジナルの歌を歌ってこられました。その歌詞の
内容はとても素晴らしいものがあります。ここでバンド創設メンバーKさんの一節を皆さん
に紹介します。「届かなくてもいいさ 叶わなくてもいいさ 俺が決めた場所で踊り続ける
だけさ 俺はお前を愛する愛する 俺は自分を愛する愛する」また次のライブに向けて転が
り続けようルーリーズ
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瑠璃寮
立秋の候、まだまだ暑さの強い日が続きますが皆様いかがお過ごしでしょうか。また、未だ
コロナウイルスによる影響で大変な状況ではございますが、お体におかわりはないでしょうか。
さて、今号では前号に続き、瑠璃寮で取り組んでいる通所型生活訓練プログラムの一つをご紹
介します。今号でご紹介するプログラムは「モルック」です。
モルックとは、フィンランドの伝統的なゲームを元に、Tuoterengas社によって1996年に開
発されたアウトドアスポーツです。ルールは簡単で、モルックと
呼ばれる木製の棒を投げて、スキットルと呼ばれる12本のピンを
倒し点数を競います。誰でも気軽に参加し、楽しむことができる
のがモルックの良さです。
実際にこのプログラムに参加している利用者からは、「最近モ
ル ッ ク が 趣 味 に な って き て い る 。 そ れ ぐ ら い モ ル ッ ク が 楽 し
い。」、「ルールがシンプルで参加しやすい。」、「ゲームが後
半になるとスキットルを狙うのが難しくなるが、狙い通りスキッ
トルに当たると気持ちがいい。」などと感想をいただいていま
す。コロナ禍で外出自粛が求められる今、なかなか屋外でモルッ
クを行うこともできていませんが、またコロナが落ち着き、利用
者とモルックを楽しめる日が来ることを切に願っています。

希望の家
夏が終わり、秋の涼しさを感じる季節となりました。高く澄んだ空、大きく深呼吸したくな
るような、気持ち良さを感じます。今年の夏がとても暑かったのを忘れてしまうほどです。今
回の記事では、希望の家の利用者の方々がどんな夏を過ごされたのか、夏の思い出を紹介しま
す。
＜〜夏の思い出〜＞
○暑かったけど何とか乗り切れたなぁ。水を飲む量と部屋の温度の調整を頑張った。涼しく
なったらウォーキングをして体を鍛えたいなぁ。
○大事な人の初盆だったなぁ。コロナが流行っとるけぇ、何もない夏だった。来年はプールと
温泉に行きたいなぁ♪
○久しぶりに仕事を始めた夏だった。ちょっとしんどいけど、出来た‼これからも続けていき
たい♡
○夏の思い出はなんかなぁ〜秋になったら読書をしたい♬
○暑かったけど作業を頑張った‼日に焼けてしもうた。秋は冬の野
菜を作る準備をせんといけん。頑張りま~す♪
皆さん酷暑やコロナに負けず、思い思いの夏を過ごされたようです
ね。これからも皆さんがご自分のペースで楽しんで過ごすことがで
きるように色々と一緒に取り組んでいきたいと思います‼
ホームの庭に「いちじく」の実がなった‼ (写真上)
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職員コーナー
なんでも良いとオーダーをいただきましたので、今回は広島
県精神保健福祉士協会の活動の１つについてご紹介をしま
す。広島県精神保健福祉士協会には司法福祉委員会という組
織があります。ここでは今、広島弁護士会と広島県社会福祉
士会との協働で「更生保護プロジェクト」というものに取り
組んでいます。
世の中には福祉的なサポートがあれば、罪を犯さなくても
済んだかもしれない障害者や高齢者などがおられます。逮
捕、起訴され執行猶予がついた場合、この期間を無事に過ご
すため、この段階で社会福祉士や精神保健福祉士の支援が入るようにします。犯罪から抜
け出せなくなる前に環境を整えるということです。ただ、残念ながら執行猶予中にまた罪
を犯されて実刑という場合もあります。その場合は、我々福祉の専門職と弁護士とが一緒
に更生支援計画というものを作成し裁判所に提出します。被告の特性を踏まえ社会復帰に
向けてどのような支援が必要かを具体にします。
このご時世、何人かの人達にとっては、生き辛い世の中かもしれません。そのような方々
への一助として、様々な専門職が手を携え、このような取組が増え、支援のネットワーク
がさらに広がればと考えます。
西川浩司

こんにちは！希望の家（グループホーム）職員の池上です。残暑厳しい中、蝉の声と鈴
虫の声が聞こえ、秋の気配も感じるこの頃ですが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。
池上ですが、肺活に興味があるこの頃です。本当にストレス解消になる？と始めたら、
私には良い結果となっています。「呼吸が浅いと酸素が全身の細胞に行き届かず、思考力や
判断力が落ち、パフォーマンスが落ちる」だそうです。忙しい時ほど、ゆっくり動くこと
を心掛け、ゆっくり話す習慣、プラス深い呼吸で酸素を取り込み、自律神経のバランスを
整えることで最高のパフォーマンスを行う事が出来る。意識的にゆっくりとした動作をと
ることで、心にゆとりが生まれる。そのゆとりが副交感神経の動きを優位にする。頭と身
体がリラックスした状態になると、呼吸も自然と深くなり、結
果として最高のパフォーマンスを提供することが出来る。「が
んばろう」「ちゃんとしなきゃ」と強く思い過ぎずに「なるよ
うになる」と言い聞かせて気楽に過ごすことが大切なんだそう
です。肺活を続け、最高のパフォーマンスを提供できれば、と
思っております！！（笑）
秋が深まりゆく季節ですが、くれぐれもご自愛ください。
希望の家 池上
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福祉コラム
芸術の秋ですね。今回はアールブリュットについてお話します。
アールブリュットとは正規の芸術教育を受けていない人が生み出すアートのこ
とで、アウトサイダーアートとも呼ばれています。これは作者の湧き上がる衝
動によって生み出されたアートのことです。フランスの画家ジャンデュビュッ
フェにより考案されました。ジャンデュビュッフェはこう言っています。「わ
れわれが目の当たりにするのは、作者の衝動のみにつきうごかされ、まったく
純粋で生の作者によって、あらゆる局面の全体において新たな価値を見いだされた芸術活動なの
だ」と。この秋、あなたの中から湧き上がる衝動を表現してみませんか。
行事報告
7月「避難訓練」(希望の家)1日「卓球」(支援センターるり) 2日、12日、23日「パソコン教室」(支援センターる
り) 2日 レク「茶話会、ミニゲーム」(瑠璃の屋形) 4日、11日、25日 「センターランチ」(支援センターるり)8日「パ
ステルアート」(支援センターるり)9日「卓球大会」(屋形、センター合同)14日「カラオケ」(支援センターるり)15日
「体操」(支援センターるり)16日「ドライブ」(支援センターるり)16日レク「DVD鑑賞」(屋形、センター合同)23日
レク「笠岡ベイファーム散策」28日「ギター教室」(支援センターるり)29日「ウォーキング」(支援センターるり)30
日「カラオケ」(屋形、センター合同)

8月1日「センターランチ」(支援センターるり) 5日「卓球」(支援センターるり)6日、9日「パソコン教室」(支援セ
ンターるり) 6日 レク「ミニゲーム」(瑠璃の屋形) 12日「パステルアート」(支援センターるり)13日レク「耕三寺
散策」(瑠璃の屋形) 19日「体操」(支援センターるり)20日「ドライブ」(支援センターるり)20日レク「DVD鑑賞」(屋
形、センター合同)27日 レク「カラオケ」(瑠璃の屋形)

9月2日「卓球」(支援センターるり)3日レク「尾道美術館Pings展」(瑠璃の屋形) 3日、13日、24日「パソコン教
室」(支援センターるり)9日「パステルアート」(支援センターるり)10日「カラオケ」(屋形、センター合同)16日「体
操」(支援センターるり)17日「ドライブ」(支援センターるり)17日レク「DVD鑑賞」(屋形、センター合同)22日「ギ
ター教室」(支援センターるり)24日レク「茶話会、ミニゲーム」(瑠璃の屋形)30日「ウォーキング」(支援センターる
り)

感謝の気持ち
7月[ボランティア]匿名希望様 [物品寄贈]有限会社YSKサポート様 合同会社つむたま様 福山平成大学様
8月[ボランティア]匿名希望様 [物品寄贈]匿名希望様 9月[寄付金]匿名希望様 [物品寄贈]高橋幸男様

お問い合わせ先

社会福祉法人

尾道のぞみ会

瑠璃の屋形(就労継続支援B型)

（ホームページ http://www.o-nozomi.or.jp/)
広島県尾道市久保町92-2

☎ (0848)37-6040

瑠璃寮(生活訓練:宿泊型、通所型、訪問型・短期入所)
広島県尾道市久保町1714-1

☎ (0848)20-7676

地域生活支援センターるり(地域活動支援センター・指定特定、指定一般相談支援)
広島県尾道市新高山3丁目1170-320

☎ (0848)38-7151

希望の家(共同生活援助) 瑠璃寮内
やまと(就労継続支援B型)

広島県尾道市御調町大山田1139-2

☎ (0848)76-2356

ヴィータ(就労継続支援B型) 広島県尾道市因島重井町鬼岩5276-17 1階 ☎ (0845)26-2580

