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生きづらさに苦しむ人の支援に思う 施設長
武

蔵野会は制度の狭間や多様で複雑な環境下
で生きづらさに苦しむ人の支援を、社会福
祉法人の使命と考え、中期計画に掲げ取り組ん
できています。厚生労働科学研究費補助金エイ
ズ対策研究事業「ＨＩＶ長期療養者の福祉施設
の受け入れ課題の研究」触法障害者の地域定着
支援、法人成年後見の推進、東北大震災被災地
への毎月１回の支援等を行っています。今年度
は更に視野を広げ、社会福祉法人の役割を積極
的に果たしていきたいと考えています。
武蔵野会では各施設の様々な取り組みを年に
１度審査して最優秀賞１点優秀賞４点を選び表
彰しています。当事業所が平成２７年度に取り
組んだ「１８歳から２０歳へ～成人期の自立に
向けた狭間の支援～」をテーマに報告したもの
が優秀賞の１点に選ばれました。知的障害者の
多くは１８歳で特別支援学校の高等部を卒業し

松岡利明

て社会人となりますが、しかし２０歳になるま
での２年間は法律的には障害児です。社会生活
上は障害者＝成人ですが、法的には障害児＝未
成年であり、その間適切な支援を組めないこと
で自立できずに貧困状態での生活が定着してし
まうケースが多いと考えられます。高等部卒業
と同時に、支援者が連携してこの狭間の２年間
の支援体制を構築し、自立への一歩を踏み出せ
た事例を報告しました。これは制度の狭間で生
きづらくなる前に、そうならないようできた取
り組みでした。
今後も生きづらさに苦しむ人への支援を使命
と考え、当事業所の持つ機能を活かしながら、
自らの限界を作らず、できることを積み重ね、
取り組んで行きたいと思います。
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伊香保温泉の旅
～歩き疲れた体を温泉でリフレッシュ～
５月２６・２７日は、群馬方面に旅行に行きました。1 日目はグリコピアイースト
でポッキー見学、おもちゃと人形博物館では懐かしの人形やおもちゃに出会いました。
2 日目は世界遺産の富岡製糸場見学、こんにゃくパークではこんにゃく食べ放題を体
験！それでは早速楽しい旅行第一弾のレポートをお願いします！

毎

年恒例の一泊旅行の季節
がやってまいりました！
は「群馬県・伊香保温泉の旅」
です！旅行の様子をレポートさ
せて頂きます！
出発前は天気が心配でしたが、
当日は真夏のような暑さ。さあ、
作業所に残る職員さんたちに見
送られ、いざ出発です！
最初の目的地である「桶川す
ぎのや」に到着。名物のうどん
に加え、カツ丼やてんぷら、茶
わん蒸し、サラダにデザート！
お腹いっぱいの豪華メニューに、
皆さん大満足の笑顔を見せて下
さいました！
昼食後は「グリコピアイース
ト」に向かいます。こちらでは、
言わずと知れた人気菓子、ポッ
キーやプリッツといった商品の
製造現場を見学することができ
ました。こちらの工場では、一
日にポッキー・プリッツ合わせ
て１２万箱が作られるとあって、
製造されるスピードは超ハイス
ピード！見学のあとはグリコに
関するクイズ大会！みんな真剣
に答えを考えていました。そし
て結果は…まさかのバスの運転
手の方の優しょう！なぜか某職
員が代わりに表彰されて景品を
受け取るという大爆笑の結末で
した ( 笑 )
続いては「おもちゃと人形博
物館」です。ここには、懐かし
のおもちゃや車、アイドルの写
真が所狭しと並べられていまし
た。館内を回った後には、入口

で渡されたキューピー人形に、皆
さん思い思いの色を塗って自分だ
けのオリジナルのキューピー人形
を作っていました。
そして今夜の宿「ホテルひびき
野」へ向かいます。ホテルに着い
たら、皆さん大浴場へ一直線！大
きな浴槽や露天風呂に気持ちよさ
そうに入っていました。
お風呂の後は宴会場での豪華な
食事！その後一泊旅行最大の楽し
みと言っても過言ではない、カラ
オケ大会に突入！宴会のあとはさ
すがに疲れたのか、皆さん部屋に
戻ってぐっすりお休みになりまし
た。
2 日目。朝食を食べたら世界遺
産「富岡製糸場」に向かいます。
ここは２０１４年に世界文化遺産
に登録されたばかりということも
あり、たくさんの観光客が訪れて

いました。今まで見たことのな
いスケール感に、皆さん興味深
そうに見学されていました。
富岡製糸場見学の後は「群馬
サファリパーク」に移動しての
昼食タイム！そして食後は、皆
さんお待ちかねの【こんにゃく
パーク】に向かいます。こちら
ではこんにゃくで作られた料理
のバイキングに舌鼓。どれもこ
んにゃくで出来ているとは思え
ない美味しい料理をお皿一杯に
とって楽しみました。
さあ作業所に帰ろう！約 2 時
間の帰りのバスではさすがに疲
れて眠る方もいましたが、その
表情は皆さん満足げでした。
皆さんの普段はみられないよ
うな笑顔が見られて本当に大満
足の 2 日間でした！
旅行担当：酒井
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富岡製糸場
世界遺産！
真剣に聞い
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これから楽しい
旅行に出発 !!

格好いい
ライオン発見！！

熊です
大きいです !!

あっつい日には
お茶がイイネ

モリモリ
食べてる !

二人で何を
語ってるのかな

ひよこは
そーっとね

どんなお話し
してるのでしょう

ひよこと一緒に
ポーズ☆

ペンギンホーズで
ハイチーズ

ノリノリ
熱唱です

皆の歌に
酔いしれます
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ゆったりたっぷり栃木方面
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～動物たちとのふれあいの旅～

梅雨始めの 6 月。旅行後半組は、埼玉県の『東武動物公園』と栃木県『日光さる軍団』『宇
都宮餃子』を目指して、いざ出発。旅行前日まで作業が大忙しでしたが、旅行が楽しみで、
皆さん疲れはあまり感じていないようでした。
そんなワイワイ賑やかな旅行の様子をレポートします !!

6 月 9 日。それで
朝から何やらあやしい天気の
も、皆さんの笑顔はものすごく晴れやか。な
ぜならばそう、待ちに待った旅行だからです。出
発前、雨がポツポツ降っていたので『お天気大丈
夫かなぁ』と皆さん心配されていましたが、旅行
前日まで大忙しの作業の様子をお天道様が見てい
て下さったのでしょう。雨は上がり、暑い位の陽
気となりました。
バスに揺られること約２時間、東武動物公園に
着きました。遊園地も併設しているので、敷地が
ものすごく広く、皆さん汗をかきかき歩きます。
カンガルーを間近で見たり、羊や山羊に餌をあげ
て、動物と触れ合います。ペンギンの優雅に泳ぐ
姿を見た後は、ホワイトタイガーや大きなクマも
我々を出迎えてくれ、皆さんその姿に驚きの声を
上げていました。
動物園の後は、バスの中で DVD 鑑賞をしつつ旅
館を目指します。部屋に着くとほっと一息し、ワ
イワイお風呂も楽しみました。お風呂で汗を流し
た後は皆さんお楽しみの宴会。美味しいご飯に舌
鼓を打ちながらのカラオケは、大いに盛り上がり
ました。
さて２日目。朝から眩しい位の晴れやかな空の

下、ご飯をモリモリ食べた後は、イケメンサルが
いると評判の「日光猿軍団」を目指します。
芸達者なサルの競演に、皆さん声を上げて拍手
を送ります。お茶目なサルもいて、皆さん大喜び
でした。
そして昼食は、栃木名物「宇都宮餃子」です。
お盆に載りきらない程の量が目の前にありました
が、皆さんペロッと召し上がっていました。
今年も皆さんと楽しい旅行に参加出来て、職員
一同嬉しく思います。楽しい思い出、ありがとう
ございました !!
旅行担当：志賀
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武蔵野会セミナー
６月２５日に行われた、社会福祉法人武蔵
野会セミナー「すべての子どもの幸せの為に」
という講演が開催されました。子どもの貧困
が児童の養育環境に及ぼす影響を中心として、
いじめや虐待など、今を生きる子ども達を取
り巻く環境を振り返り、全ての子どもの幸せ
のために、地域社会の中で我々は何をなすべ
きかを考える機会となりました。

←
緊
張
し
た
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二
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セミナー開始前には、武蔵野会の各施設から
提出された、支援実践集の表彰式がありました。
その中で、八王子福祉作業所発表の「１８歳か
ら２０歳へ～成人期の自立に向けた狭間の支援
～」( 小俣・阿部・樋口・戸田著 ) が優秀賞の
ひとつに選ばれました。
小俣職員と阿部職員が代表として壇上に上が
り、理事長から表彰されました !! 今後も、職
員一同、皆さんがより楽しく・幸せに暮らして
行けるよう、日々考えながら支援をしていきた
いと考えています。

☆熱中症に注意しましょう☆
梅雨明け、急に蒸し暑くなる７月は、暑さに慣れて
いないため、熱中症にかかりやすくなります。
①水分を摂って適度な塩分を摂る
②室内を涼しくする
③体調を整える
④こまめな休憩を取る
⑤冷却グッズを身につける
⑥体調が優れない時は、無理せず休憩を取る
等熱中症には十分注意しましょう。

製菓班

河井智子

社会福祉法人武蔵野会が経営する２５施設の利
用者のためにより良い環境や施設の充実・施設の円
滑な運営などを物心両面から支えるために、武蔵野
会後援会があります。使用済み切手、ベルマーク、書
き損じのハガキなどの収集、一口５００円の後援会
費の方法があります。法人の経営基盤の確立をめざ
していますのでご協力をお願い申し上げます。
ご協力については作業所までご連絡下さい。

編集後記
輝く太陽と輝く空。緑も眩しい夏本番の季
節ですね。
最近は沢山日差しを浴びて、作業所の畑に
多くの野菜が実り始めました。きくらげも菌
床から、モリモリ生えています。無農薬で愛
情たっぷり込めて育てているので、とっても
美味しいです。製菓班では、見た目にも涼し
い、ゼリーなどもご用意しています。暑い夏
を乗り切る為に、ぜひ一度お試し下さいね。
( の）

