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地域に根ざした施設を目指して
８

施設長 松岡利明

月、 法人が主催する南相馬のボラン りの暮らしと生きがいをともに創り、 高め合う
ティアに行ってきましたが、 震災から６ 社会” と定義しています。 現在、 政府は高
年が経過し、 震災の修復が進むにつれ、 次 齢者を地域で支えるための 「地域包括ケア
第に震災の風化が感じられた一方、 昨年 7 システム」 ( 医療、 介護、 予防、 生活支援サー
月に避難指示区域から解除された小高地区 ビスを切れ目なく提供し、 高齢者の地域生
は、 住民の 2 割しか戻って来ていないそうで、 活を支援 ) の構築を推進していますが、 地域
地域の再建の難しさが感じられました。 昨年 共生社会はこれをより進化させ、 困難を持つ
は熊本で震災があり、 現在も被害の大きかっ あらゆる人を地域で支える為の仕組みです。
た益城町では瓦礫処理や仮設住宅での孤独 対象者毎の福祉サービスを 「縦割り」 から 「丸
死など課題を抱え、 震災の爪痕も依然として ごと」 へと転換していく事を提案しています。
当作業所も共生 ・ インクルージョン社会の実
色濃く残っています。 私の実家は益城町から
２０キロ少し離れた宇土市という所で、 震災 現を目標として掲げ、 「地域の福祉拠点」 と
後しばらくは、 余震のため避難所で生活をし なり共生型の地域作りに取り組んでいます。
ていましたが、 現在は震災前と変わらない生 地区の町会に参加させて頂き、 まずは施設を
活を送っています。 原発の近隣では未だ帰宅 知って頂き、 利用して頂く事を目指し、 地域
困難区域に指定されている地域もあり、 東北 向けにヨガ教室や音楽コンサートを開いていま
す。 地域の方と協働し地域社会の活性化に
震災とは状況に違いを感じています。
厚労省は 「地域共生社会」 は、” 高齢者 ・ 取り組んで参りますので、 宜しくお願い致し
障害者 ・ 子どもなど全ての人々が一人ひと ます。
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伊豆方面の旅～歌って踊って動物ふれあいの旅～
５月２５ ・ ２６日は、 伊豆方面へ旅行に行きました。 1 日目は 『伊豆シャボテン公園』
で動物とたわむれ、２日目には 『道の駅伊東マリンタウン』 での買い物と 『韮山反射炉』
を見学。 『IZU ・ WORLD みんなのハワイアンズ』 で昼食を楽しみました。
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！

今 年第一回目の旅行は伊
豆方面に出かけました。
天気を心配していましたが、 皆
さんの願いは届かず出発時の
天気は雨でした。 しかし、 天気
に負けず、 観光バスへ元気に
乗り込み出発 ! 西に向かうにつ
れ雨が強くなったり ・ 弱くなっ
たり、 心配は膨らみます。 しか
し、 バスから降りて見学の場所
に着くと雨は止みました。
1 日目は 『伊豆シャボテン公
園』 に行ってきました。 アルパ
カにカピバラ ・ チンパンジーな
ど色々な動物を間近で見る事
ができました。 カピバラは近く
で触る事もでき、 皆さん少し緊
張しながらも 「ワッ !」 や 「か
わいい」 など声を出して楽しま
れていました。 また、 動物にエ
サをあげる事もできました。 近
寄ってきて勢いよく食べる姿を
見て皆さん目を細めていまし
た。
そしていよいよ動物ショーで
す。 観客の中から動物と対戦
する方が選ばれ接戦の勝負 !
観ている私たちは思わず声を
出して笑ってしまいました。
その後はバスに乗り込みホテ
ルへ出発！ホテルは 『伊東ホテ

ル聚楽』 です。 温泉で寛いだ
後は、 お待ちかねの宴会です。
豪華な食事と共にカラオケで
す。 皆さん好きな曲を歌い、 そ
して曲に合わせたダンスで盛り
上がっていました。
２日目は 『道の駅伊東マリン
タウン』 での買い物からスター
トです。 何が良いかなと真剣な
眼差しで選んでいました。
買い物の後は 『韮山反射炉』
で古い大きな炉を見学しました。
その後再びバスに揺られ次は
『IZU ・ WORLD み ん な の ハ ワ
イアンズ』 で昼食です。 洋食 ・

中華 ・ 和食と色々な種類が並
ぶバイキングでした。 皆さんそ
れぞれ好きな物を皿に取りゆっ
くり味わいました。 さて次は待
ちに待ったハワイアンショーです。
会場が暗くなると同時に大き
な音と共にダンサーの方達が
現 れ て、 ダ ン ス が 始 ま り ま す。
観ている方も、 そのリズムに合
わせて体を揺らすなど、 ショー
に夢中になっていました。
あっという間の宿泊旅行でし
たが、 笑顔の多い旅行となり
ました。
文 ： 山口
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～海とひとつになれた旅～
待ちに待った、 旅行第 2 弾。 今年も旅行前日まで作業が大忙しでしたが、 旅行を楽し
みに、 皆さん頑張ってくれました。 そんなワイワイ賑やかな旅行の様子をレポートします !!
千葉県
第 2鴨回目の旅行は、
川 へ と 向 か い ま し た。
天気予報によると生憎の雨予
報。 せめて現地では雨が止ん
でくれるよう、 お願いしながら
の出発となりました。 天気は怪
しいままでしたが、 いざ出発と
なると皆さん元気そのもの ! 道
中は鴨川シーワールドに着いた
ら何を見たいか、 何して楽しも
うと賑やかにお話しをされ到着
が待ちきれない様子でした。
楽しいバスでの時間を過ごし
たからでしょうか、 あっという
間に鴨川シーワールドへ到着。
雨脚も強くなってきましたが、
皆さん雨には負けていません。
持参された雨具を羽織り、 いざ
出陣 ! まずは食堂で美味しい昼
食を頂き、 本格的にシーワール
ド内の散策を開始します。 さて、
ショーが始まりました。 水面を
元気にジャンプするシャチ。 大
きな水しぶきでプール近くの席
の方々はずぶ濡れです。 観客
席は笑いに包まれました。 アシ
カやイルカのショーが始まる頃
には徐々に雨脚も弱まり、 それ
からもマンボウその他の水族館
の人気者達に沢山会って私達
は癒やされました。
鴨川シーワールドを満喫した後

は 『ホテル三日月』 です。 ゆっ
たりたっぷりのーんびりと温泉
に浸かった後は、 海が一望でき
る会場で宴会が行われました。
海 ・ 山の幸などに舌鼓を打ち、
お待ちかねのカラオケに突入で
す。 皆さん思い思いに熱唱され、
普段とはまた違う表情を見せて
下いました。 私達職員も嬉しい
気持ちでいっぱいになりました。
翌朝は打って変わって快晴で
す。 ホテルから眺める海が朝
日に照らされ、 とても素敵す。
朝食はバイキングでお腹を満
たして、 マザー牧場へ。 各国の
羊が集う、 毛刈りショーや羊を
紹介するショー等を見学して可

愛らしい動物の世界に引き込ま
れました。 小動物に触れられる
コーナーもあり皆さんニコニコと
触 れ て い ま し た。 広 い 園 内、
各グループ毎に思い思いの時
間を過ごされていました。
最後は海ほたるでお土産選び
です。 ご家族や友人、 または
自分へのお土産とお土産品を
眺めては一生懸命に選ばれて
いらっしゃいました。 八王子に
戻る車内でも 「楽しかったね」
「また行きたいね」 という会話
も聞かれ、 とても和やかな空
気に包まれ、 千葉の旅行は幕
を閉じました。
文 ： 阿部
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永年勤続表彰
6

月 15 日に、 社会福祉法人武蔵野会に長
年尽力していている職員を表彰する、 「永年
勤続表彰式」 が立川で執り行われました。
八王子福祉作業所からは、 正岡主任と戸田職
員が参加し、 理事長から表彰されました。 表彰
者を代表して、 正岡主任が表彰のお礼を述べま
した。

それではここで、 勤続 30 年の正岡主任と、 勤
続 10 年の戸田職員より、 今後の抱負を語って
頂きましょう。
正岡主任 ： これからも皆さんの幸せを祈り、 法
人理念の下、 業務に尽力して参ります。
戸田職員 ： 正岡主任のように、 30 年を目指しま
す !!

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。

大募集！
八王子福祉作業所では作業や
行事のお手伝い、利用者さんと
おしゃべりをして頂けるボラン
ティアさんを募集しています。
初めての方は見学だけでも大丈
夫です。お気軽にご連絡下さい。
℡042-626-0631
担当：志賀まで

チーズクッキーの巻

オーナーシェフとプロの職人による多摩洋菓
子協会審査会で多摩プレミアムスイーツに認
定されました。 オランダ産高級ゴーダチーズ
使用。
編集後記
ご無沙汰しておりました皆様お待ちかねのふじもり
最新号でした。もっと早く発行する予定でしたが随分
遅くなってしまいました。構想は出来ていたのですが、
素敵な写真がたくさん有って選ぶのに迷ってしまいま
した。
今回も内容盛りだくさん、楽しんで下さいね。
(し)

