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イマジン通信
新年度を迎えて

Vol.
Vol.68

理事長 澤島直通

移動支援中に桜の開花の具合を注視し、花咲き乱れる中を利用者と一緒に歩きながら春の訪れを感じています。
グループホームの完成もあり、バタバタと忙しい新年度を迎えています。
今年度も『利用者の為の支援』を第一に職員全員で頑張っていきたいと思います。ヘルパー事業と短期入所事業
は、実施する事業所も少ないこともあり利用者が増える一方で後を絶ちません。放課後等デイサービス事業は、事
業所を移したばかりですが利用者はすっかりと環境に順応してくれています。子供たちの成長に目をみはるばかり
です。しかし、この4月から吉田特別支援学校が開校され榛南地域の子どもたちを中心とした一部の子ども達は大き
な環境の変化があります。どのような影響が表れるか細心の注意が必要です。生活介護事業は、利用者の状態の変
化への対応、適切な関わりをお互いが作っていくのに時間が掛かります。日々の時間が利用者も職員も育てていま
す。グループホームは、新しい入居者、新しい職員と共に奮闘していくことでしょう。
新年度を迎えても、イマジンがすべきことは変わりません。そして“終わり”は来ません。毎日がチャレンジで
す。楽なことは少なく、困難な事ばかりですが、いっしょに笑いながら頑張ってくれる職員と何よりも利用者に支
えられながら今年度に臨みたいと思います。
雨が降り、アッと今に散ってしまう桜の花びら。残念に思う間もなく、活き活きとした輝くばかりの新緑の葉に
変わります。生命力に満ちた自然を感じながら「自分たちも」と精進していきます。
今年度もよろしくお願いします。

完成しました♪
ついに新しいグループホームが完成しました。２階建てで、1階は基本が女性8名、ショートステイ1名です。車
いすの方が生活できるように考えました。名前は『うきうき雨やどり』です。２階は男性9名で、ついつい雨やどり
から2名、そろそろ雨やどりとぼちぼち雨やどりから１名づつの計4名の方が転居しました。名前は『ぶらぶら雨や
どり』と言います。
今回のグループホームは、とても大きく、家というよりは施設のように感じられるかもしれません。実際に、災
害時などは、避難場所としてもセンター的な役割を果たすこととなります。今までついつい雨やどりが担ってきた
基幹的な役割も持つことになります。イマジンも６つのグループホームを同じように運営し、どこで暮らしても同
じような支援が受けられるようにしていかなくてはなりません。もちろん、時間をかけて組織と人材を作り、育て
ていくことも必須です。
そんな意気込みと希望の門出にふさわしく、春
の陽気に包まれた3/30(月)に建物の引き渡しを
行いました。書類の確認や鍵を1つづつ確認して
いきます。台所やお風呂の使い方、消防設備等の
説明を各業者の方々から聞きます。職員もキョロ
キョロと部屋を見たり、トイレを覗いて「お
≪ うきうき雨やどりの食堂での引き渡し ≫
～」っと自然と声が出ます。これから入居者が
次々と引っ越して来ます。入居者にとって新しい生活、新しい世界が待っています。職員も増員をして、新しい顔
ぶれで新しい体制で支えていきます。
温かな春の日差しの中、これからの暑い夏、実り多き秋に向けて気の引き締まる思いと共にここで暮らす入居者
の笑顔を思い浮かべます。グループホームがただの住まいではなく、ここに集う人たちの思いと濃い時間の積み重
ねで笑顔になれ、笑顔で振り返ることのできる人生そのものになることを確信しています。
晴れてイマジンのグループホームになりました。素敵な建物を作って頂いた大河原建設㈱の皆
さん、㈱丸紅の皆さん、グループホームの計画初期から設計で関わってくださった一級建築士事
務所STPの酒井先生、本当にありがとうございます。（担当 澤島）
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消防設備について
ついつい雨やどりでは年に２回の消防設備点検を行っています。点検には種別があります。配線の断線や粉末の
状態を細かく点検するのが総合点検です。外観に錆や汚れ、へこみなどが無いか?を点検するのが機器点検です。つ
いつい雨やどりを始めとするグループホームは、この両方の点検を行っています。
消防設備には、火を消す消火器、避難指示標識誘導灯、非常灯、熱、煙を感知する自動火災報知機、出火場所を
知らせてくれる受信機などがあり、これらを点検しています。火災が起きた時にしっかり作動し、入居者、職員を
守ってくれる大切なものです。
イマジン全体でみると「ついつい雨やどり」「いよいよ雨やどり」に比べると「風のこえ」「雲のことば」「星
のおと」「この指とまれ」などは賃貸物件ということもあり消防設備の面や非常食等の備蓄がまだまだ不十分で
す。
消防設備は消防法で決められている用途がります。防火対象物、規模、構造によって設置しなければならないよ
う基準があり、消防署に提出する消防計画もあります。グループホームでは消防計画を作成しています。
消防設備等の使い方に関して、平成２５年7月大阪で消火器で消化剤粉末を放出したところ破裂をし、死亡者が出
たというケースがありました。点検が大切ですね。
それ以外に、入居者、ショートステイを利用される方の中には消火器を投げたり、２階から落として破裂する可
能性もあります。また、非常ベルを鳴らしてしまう方もいます。設置場所やボタンの露出に工夫が必要ですが、非
常時のことを考えると迅速に対応を求められ複雑な心境になります。
消防設備だけでなく、窓ガラス、テレビ、テーブル等生活する上で周囲には僕たちが
思ってる以上に危険な事がたくさんあり、心配ばかりです。イマジンだけではなくどこの
会社も危険予知（KY）を必ず業務前に行います。イマジンの職員は、各現場で危険予知や
業務内での点検により一層力を入れ始めました。
地震もいつ起きてもおかしくない今、改めてイマジン全体で考えなければいけない１つ
のテーマとして取り組んでいきます。（担当 原田）
火災通報装置の説明を受けました

安全に暮らす♪
開所から８年目を迎えたついつい雨やどり。新しいグループホームに比べると、当然のことですが古さが際立っ
てきました。もともとプレハブ造りの建物を365日フル稼働で使って来ましたから、痛むのも当然ですね。
入居者も毎日が平穏なわけではありません。特に自閉症の入居者が多く、ショートステイの利用者も他の施設で
は受け入れが難しいと言われる方々が多く泊まりに来てくれます。時には激戦区になり、その戦傷も多くなってき
ました。イスで作った穴、頭突きで大破した壁、倒れた際にお尻で壊した壁・・本当にやってくれます（笑）気持
ちをコントロールすることが難しく、壁が丁度良いはけ口になってしまうんですね。あと、窓ガラスも・・
また、最近地震が多くあります。震災のような大きな地震にならなくとも危険を想定して安全な環境を作らなく
ては！と思い、建物を見直しました。
まずは、天井です。ついつい雨やどりの天井には多くの蛍光灯がついていました。常時使う照明の他に、停電の
時に点く非常灯、避難誘導灯など全てが蛍光灯でした。非常時に割れてしまうと避難経路全てがガラスだらけと
なってしまうことに気づき、全ての照明をLEDの照明に交換しました。

また、窓ガラスや食器棚のガラスには飛散防止のためにフィルムを貼りました。昨年度もたくさんのガラスを
割ってくれましたが大きなケガが出ず、効果がありました。
そして、壁です。食堂や廊下にあった大小様々の穴や、めくれてしまっていた部分、大きく破
損していた部分を改修ついでにベニヤ板を追加して補強しました。窓から下の破損の酷い部分を
グルリと巻いて、見た目にも木の感じが温かい雰囲気を出しています。本心は「わんぱく小僧、
いつでも来なさい」です。これで穴が開くことは早々無さそうですよ♪（笑）
ついつい雨やどりだけでなく、他の事業所も同じように見直しをしました。出
来る部分から改善しています。グループホームだけでなく、安全に安心して生活
する場が大切ですよね。さぁみんな、安心して暴れてください（笑）
（担当 二宮）
星のおと

照明
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グループホーム内覧会
この度、新規建設をしましたグループホーム「うきうき雨やどり（1階）」「ぶらぶら雨やどり（２階）」の正
会員向けの内覧会を下記の日程にて開催します。
既に、入居している方もいますので全ての居室等を見ることは出来ませんが、今までの４つのグループホームと
は違った部分をたくさん見ることができると思います。是非、ご都合をつけていらしてください♪
日
場

時
所

平成 27年 4月 27日（月）、28日（火）
島田市湯日5-3（ついつい雨やどり南側）

午前10時～午後２時

セ ブ ン
イ レ ブ ン

㈱丸紅

ついつい雨やどり

い よ い よ
雨 や ど り

Ｐ
お待ちして
いま～す♪

う き う き
ぶ ら ぶ ら
雨 や ど り

※ 内覧会用のスリッパに限りがあります。出来ましたらスリッパ等の履物
スリッパ等の履物をご用意ください。
スリッパ等の履物
※ 事前に予約のご連絡をください。対応がスムーズに行えますので、ご協力をお願いします。
事前に予約のご連絡
連絡先 TEL/FAX 05470547-3030-4117
※ 駐車スペースに限りがあります。出来るだけ“乗り合わせ”等
出来るだけ“乗り合わせ”等のご配慮を頂けると助かります。
出来るだけ“乗り合わせ”等

◆ 西谷芳枝

新しい仲間の紹介♪
よろしくお願いします！

ぶらぶら雨やどり世話人

◆ 若田部 翔

◆ 園田あすか

◆ 渡井光代

ついつい雨やどり世話人
ヘルパー

うきうき雨やどり世話人

風のこえ支援スタッフ
ヘルパー

◆ 鈴木 聡

◆ 森本祐子

◆ 大村哲也

そろそろ雨やどり世話人
ヘルパー

ヘルパー
事務

ぼちぼち雨やどり世話人

◆ 菅野孝之

◆ 木藤 幸治

◆ 早川つぐみ

ぼちぼち雨やどり世話人
ヘルパー

ぶらぶら雨やどり世話人

風のこえ支援スタッフ

◇◆ ご寄付のご協力をお願いします。◆◇
イマジンでは、障害を持つ方も、そのご家族も、この地域に安心して暮らしていくために地域生活を支援してい
きます。グループホームを始めとして建設費用や運営費用が多く必要となります。是非、イマジンの活動趣旨にご
理解を頂き、皆様のご寄付のご協力をお願いします。
【振込先】

静岡銀行 島田支店 普通 0606771
※ お振り込みの際、氏名のご記入をお願いいたします。
特定非営利活動法人イマジン 理事長 澤島直通
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平成27
平成27年度
27年度 正会員の募集をしています！
日ごろからイマジンの活動にご理解、ご協力をいただきありがとうございます。ＮＰＯ法人にとって正会員は必要不可欠な存
在です。本当にありがとうございます。
平成27年度の正会員の募集を開始しています。本年度同様に来年度もイマジンの活動趣旨に賛同・ご協力をしてくださる正
会員の募集です。
年会費の受付は常時行なっています。新規の会員も継続の会員も大歓迎です。年会費はイマジンまでお持ちになっても、下記
口座まで振り込まれても結構です。また、イマジンのサービスを利用されている方は引き落としも可能ですのでお申し付けくだ
さい。イマジンの活動に引き続きご協力・ご支援をお願い致します。

☆石本 強
☆亀井 博子
☆近藤 光一
☆山村 勝

☆大石富佐子
☆亀井 美紅
☆杉本美代子
☆吉澤 智美

☆大鐘 富
☆亀井由季子
☆仲田 嘉雄

☆大塚 裕子
☆紅林 眞之
☆秦 美智子

☆片瀬 敏男
☆紅林 眞実
☆平口 政秋

☆加藤 富夫
☆紅林 義之
☆増田 康秀

☆加藤 泰雄
☆小林 一郎
☆松下 勝廣

【年会費】正会員 5,000円
5,000円 ・賛助会員(
・賛助会員(個人)
個人) 1,000円
1,000円 ・賛助会員(
・賛助会員(団体)
団体) 20,000円
20,000円
【振込先】

静岡銀行 島田支店 普通 0606771
特定非営利活動法人イマジン 理事長 澤島直通

◇◆ 平成２７年度イマジン通常総会のお知らせ ◆◇
平成27年度イマジン総会を下記の日時にて開催します。平成26年度の報告、27年度の計画を始めとして、2部
での企画も、障害者の地域生活を考える時間にしたいと企画中です。もちろん、総会ならではの皆さんとお話しす
る時間も持ちたいと思います。
ご多用のこととは存じますが、ご都合をつけてご出席の程、よろしくお願い致します。
また、イマジンの活動に関心のある方が近隣にいらっしゃいましたら、お声かけの上、お気軽にご出席くださ
い。重ねてお願い致します。

日 時
場 所
内 容

平成27年 5月17日(日) 開場 午後5時30分 開演 午後6時00分
島田市総合スポーツセンターローズアリーナ 多目的室
平成26年度 事業・会計報告
平成27年度 活動計画・活動予算
定款変更の件
【第２部】
『成年後見人について』

◎ 場所の分からない方、地図を用意しています。お気軽にお申し付けください。
◎ 島田駅経由のコミュニティバス 湯日線・大津線「中央公園・ばらの丘」バス停があ
ります。
◎ 当日は別室を用意しておりますので、お気軽にお子様をお連れ下さい。その際に
は、お手数ですが事前に連絡をお願いします。
◎ また、年会費の受付も行ないますのでよろしくお願いします。

【 連絡先 】
特定非営利活動法人 イマジン
障害者支援センターイマジン
初倉事務所 (ついつい雨やどり隣)
〒427-0022 静岡県島田市本通二丁目4-20
TEL 0547-34-3370 FAX 0547-34-3371
e-mail imagine@za.tnc.ne.jp
http://www3.tokai.or.jp/imagine/

〒427-0113 静岡県島田市湯日1-1
TEL / FAX 0547-30-4117
ｅ-mail npo-imagine@cy.tnc.ne.jp

