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イマジン通信
平成２６年度 通常総会
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理事長 澤島直通

平成26年度のイマジン総会が、5/17(土)に島田市総合スポーツセンターローズアリーナ 多目的室にて執り行わ
れました。多くの正会員、関係機関の方々にお越しいただきまして本当にありがとうございます。
平成25年度の事業報告・決算報告を出席者の皆様だけでなく、日頃、現場で必死に支援をしてくれている多くの
職員にも報告することが出来ました。新しい事業の増加だけでなく、より良い支援を目指し、より強固な法人を目
指して、日々改善をしてきました。その結果を報告し、平成26年度の事業計画・活動予算も承認され、今年度の布
陣となる各事業所の責任者たちを紹介しました。近年希薄になっていた『顔の見える関係』を取り戻していく年度
にしていきます。
今年度は、役員の改選も行われました。３名の理事が交代し、新たな理事の中に職員側から２名が推薦され就任
しました。イマジンが事業化を進め、事業所が多くなり、職員も多くなりました。組織化を強めていくことが必須
になっています。団体から組織へと変貌するのに時間が掛かってしまいましたが、更なる『強い集団』になる為に
今まで利用者から教えてもらった『支援』を今年度は職員にも適応させていきます。職員間も支えながら支えられ
ながら、利用者の笑顔をたくさん見ることができるように努力をします。役員も事業実態を把握した上で法人の運
営に参画していくことが必要です。また、逆に法人運営という視点も持ち、今まで以上に責任ある姿勢で業務に向
かう職員もたくさん必要になります。『理念』と『運営』と『経営』。それを実践する『組織』。新しい役員でこ
れからのイマジンの進むべき方向を決めていきます。
総会の後、地域の中で暮らす意味を改めて考えました。今まで以上に地域に障害者の存在を発信していかなくて
は！と強く思い返されることが多々ありました。それは、地域住民だけでなく、市役所の職員も、事業所の施設職
員も、相談支援の相談員も、お店の店員もみんなが『地域』なのだと感じるからです。同時
に『彼ら（障害者）のことをもっと分かってもらいたい！』と強く感じます。
障害福祉サービスも地域の中で展開はしていますが、NPO独自の事業やイベントを通し
て、自分たちから「イマジンです」と声をあげていくことで障害を持った人々が本当に認め
られ、受け入れられる存在になることを大きな目標としました。皆様のご理解とご協力をお
願いします。

２年目を迎えるにあたって（風のこえ）
先日梅雨入り宣言がされ、今年もうっとうしい季節になりました。
「風のこえ」が開所して1年が過ぎ、利用者さんは「風のこえ」「雲のことば」合わせて18名になりました。
「生活介護で何をしていこう？」と考え、始めたのが『作業』と『散歩』です。作業は、ペットボトル、アルミ
缶、ほうじ茶や業者の方から頂いているネジの作業です。
生活介護で作業？と思われるかもしれませんが、人それぞそれ作業の意味合いが違います。仕事として頑張り、
充実感を感じて生き生きする方、この時間を集中することで気持ちが安定する方、手先のリハビリや身体を動かす
ことでその人が生活するのに必要な機能を維持するためにやっている方など、作業はその方が必要としている手段
と考えています。1年それぞれの方がやってきた嬉しい副産物として、笑顔が増えたこと。しっかりとした気持ち・
意思ができ、表わせることができるようになったこと。精神的に落ち着き、穏やかな時が多くなったこと。安定し
崩れなくなったり、自分で持ち直すことが出来るようになったこと。作業の手際が良くなって早くできるように
なったこと。一人ひとりの個人差はありますが全員が本当にたくさんのご褒美を自分の力で
手に入れたと思います。それこそ毎日の積み重ねのたまものだと思います。これからも皆さ
んの励みになるよう続けて行きたいと思います。
散歩は、健康維持のため頑張って歩く方、地域の皆さんとふれあい「おはよう」と挨拶を
するのが楽しみな方、電車を見たり買い物が楽しみな方など、皆さん良い気分転換になって
いるのではと思っています。
今年度も昨年同様に、外出、外食、クッキング、誕生会、イベント参加など、楽しい行事
も行っていきたいと思います。新たに駅周辺の清掃活動を始めました。「風のこえ」は駅南
を「雲のことば」は駅北を担当します。見かけたら是非、「頑張っているね。」「ご苦労
様」と声を掛けてくださると嬉しいです。利用者さんが、毎日楽しく通って笑顔で過ごせ場
所になるように、これからも色々考えていきたいと思いますのでよろしくお願いします。
（担当 鷺坂）
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ついつい雨やどりの生活 ㉗
新年度がスタートし、ついつい雨やどりも7年目に突入しました。7年…。もうそんなに時が経ったんだなぁ！と
様々な事を思い出しました。定員10人（スタート時に入居したのは9人でした。）から始め、何もかもが手探りの
状態でした。毎日の様に小さな壁にぶつかり、どうしよう？と悩みながら進んできました。6年の間に、入居者も入
れ替わりがあり、本当にいろいろな事があり…（とてもとても書き切れません(笑)）。しかし、入居者の皆さん1人
1人の持つ力と成長が、ついつい雨やどりの生活を作り上げてくれました。6年間、世話人を支えてくれた入居者の
皆さんに、心から感謝したいと思います。そして、これからも精一杯、皆さんについて行ける様に努力していきた
いと思います。
先日、とてもとても嬉しい事があったので紹介したいと思います。6月の初めに、各グ
ループホームの保護者会を行いました。「ついつい雨やどり」「そろそろ雨やどり」で
は、半年毎に保護者会を行っています。生活の様子や支援計画、お預かりしている金銭の
報告等をしています。そして何より、GHは他の事業に比べて保護者の方との関わりが圧
倒的に少なくなってしまうため、顔を合わせてお話しする機会としても行わせていただい
ています。その際、Aさんの保護者の方が発言してくださいました。
「先日、ずっと診てくれていた主治医に会った時、『GHに入って本当に変わったね。表情が変わったし、目が合
うようになったし、あいさつもしてくれるようになった。前はお母さんが手を掛けすぎていたんだよ。本当にいい
時期にGHに入ったね。』と言われた。入る時は、親の都合でグループホームに入れてしまうのは申し訳ない、冷た
い親だと思ったこともあったけれど、入って良かった♪と思った。会いに行くと喜ぶわけではないし、帰る時に名
残惜しそうにするわけでもないのは寂しいけれど、もう『ここが自分の場所』と本人が思っているのが分かって、
そこまで変わったんだと思うと、あの時に決断して良かったと思う。自分でも先にやってしまって手を掛けすぎて
いたのは感じていたけれど、自分で出来ないことが多い息子だと思うと育てるのに一生懸命だった。でも、まだ成
長する力があるんですね。」
GHに関わる職員として、これほど嬉しい言葉はありませんでした。『GHは入居者の
家』と考えるイマジンにとって、本人だけでなくご家族からも自立を実感していただけ
る事は、大きな目標の1つです。どんなにできない事・苦手な事があっても、支援者と支
え合う事で、その方なりの『我が家での自立した生活』を築いて欲しいと考えていま
す。それを実感していただけた事で、今まで支えてきた多くの職員たちの努力を認めて
いただいた気がしました。しかし、私たちは少しお手伝いをさせていただいただけで、
最も頑張ったのはAさん自身です。家族と離れても、地域の中で自分らしく生活している
姿、そして自分の家をしっかりと築き上げた姿を見せてくれたAさんに、心から感謝したいと思います。Aさん、あ
りがとうございました♪♪
今回の保護者会の後、改めて自分たちの責任の大きさを実感しました。ご家族にとって、GHへの入居は人生の大
きな転機です。そこには、大きな不安や苦しみや悲しみや我慢があって、でもそれを受け入れようと必死に頑張っ
ています。それは『幸せになってほしい』から。だからこそ、そこに関わる私たちは、とても重要な役割を担って
います。たとえ小さな事でも、私たちの思いや判断が、入居者の人生を左右する可能性があることをしっかりと心
に留め、これからも一緒に成長して行きたいと思います。これからもよろしくお願い致します。（担当 二宮）

今月の世話人のつぶやき（いよいよ雨やどり）
陽気も暖かくなり、外に出るのが楽しくなる季節になりました。いよいよ雨やどりには、春前に新しい世話人さ
んが入り、日々変わらない生活を送っているようでも少しずつ変わっていってます。
入居者さんが買い物や散歩に行く時はヘルパーを利用しながら外出をします。休日の余暇を過ごしたり、通院を
する時にヘルパーを利用しています。ヘルパーの予定は、入居者さん毎に“聞き取り担当”の世話人がいて、入居
者さんと相談をしながら「してみたいこと」「必要なこと」を聞き取り、１ヶ月の予定を組み立てています。
ある日、Aくんが「お刺身を食べてみたい」と言ってきました。どこに行って食べてみたいのか?、移動手段をど
うするのか?、などを考えていきました。実際に行って帰ってきたAくんが「楽しかった、今度はこんなとこへ行っ
てみたい！」と外出を楽しむことができている姿がありました。
生活を営むうえでは、楽しみや息抜きをする外出と通院や買い物など生活を維持するため
する外出の場面があります。それぞれの入居者さんに必要な支援を共に考えながら、元気よ
く「いってらっしゃい！」とこれからも送り出していきます。私たちは、温かく見守ってい
きます。入居者さん全員が元気よく「ただいま♪」と帰って来れるように。それが、入居者
さんがこの地域の一員として暮らせるような支援になればと思います。 （担当 稲葉）
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新年度を迎えて
２度目の新年度を迎えて、もう３ヶ月目に入ります。気がつけば、あと１ヶ月ほど経つと夏休みが来ます。本当
に、年月の経つのが早いなぁと感じる今日この頃です。
「この指とまれ」も3月に卒業生を見送りました。「この指とまれ」開所当初から利用して頂いていたR君です。
いつもなら帰宅時、靴を履きながらフラフラと車に乗り込むR君ですが、利用最後の日は入り口でちゃんと靴を履き
室内に向かって「ありがとうございました」と挨拶をして帰ったのです。私達支援員は、嬉しい気持ちと寂しい気
持ちでいっぱいでした。そして、成長したR君の姿に「この指とまれ」がR君にとって節目を刻むような場所・時間
であったんだと知り、感激しました。
ブロックでロボットを作る事がとても上手で、虫が大好きなR君。いっぱい一緒に遊んだなぁ、楽しかったなぁ…
R君の色んな良いところを見つけることができました。高校を卒業し社会人として通所の事業所で働き始めたR君、
ほんの一瞬でも「この指とまれ」で楽しかったことを思い出してくれる時があったらいいなぁと思っています。
これからも、毎年卒業生を見送ることになると思います。その1人1人が「この指とま
れ、楽しかったなぁ」と思って次のステップへ進んで行ってもらえたら、嬉しいです。
「この指とまれ」が子どもたちと関わるのは、学校から家まで帰る放課後の2～3時間
と、土曜日などの休日の、ほんのわずかな時間です。そのわずかな時間なので、子どもたち
がリラックスして過ごせる場所が「この指とまれ」のあるべき姿だと思っています。
今年度も、日々、子どもたちから学びながら、一緒に楽しい時間を過ごしていきたいと思
います。（担当 油井）

今月の世話人のつぶやき（そろそろ雨やどり）
そろそろ雨やどり周辺の水田では田植えも終わり、夜になるとカエルの大合唱。心地よい風が通り抜ける今日こ
の頃です。日中は気温も上がり、入居者の皆さんもTシャツやポロシャツなど半袖を着て出掛けていきます。新調し
た服を着て、うれしそうに出発する姿を見ると世話人もうれしい気持ちになります。
食事の時に入居者さんから「もっと野菜を食べたい！」という声が上がり、「それなら、みんなで野菜を作ろ
う！」ということになりました。園芸が好きな世話人も一緒になって「今の季節だと、キュウリ、ナス…スイカも
いいね～」なんて話が盛り上がっています。みんなで畑を耕して、育てて「おいしい野菜がいっぱいできるといい
な～♪」と期待を膨らませています。
世話人は入居者の皆さんと毎日楽しくいろいろなやり取りやお話をさせていただきますが、先日こんなことがあ
りました。入居者さんの一人が『世話人がパンにジャムを塗る仕草』のモノマネをして、それがあまりにも似てい
てみんなで大笑い。「よく見ているね。ソックリだったよ♪」と世話人も恥ずかしそうでし
た。
現在、そろそろ雨やどりの入居者さんの中で数名の方が新しくスタートするグループホーム
『ぼちぼち雨やどり』に転居されます。そろそろ雨やどりから歩いて10分弱のところにあり
ます。新たな生活のスタートを楽しみにしている方、お家が別になるのでちょっぴり寂しがっ
ている方もいますが、ご近所なので今までどおりみんな一緒に仲良く楽しく過ごすことができ
たらと思っています。 （担当 岡本）
「ぼちぼち雨やどり」

新しい仲間の紹介
◆ 田中民枝
この指とまれ支援スタッフ
ヘルパー

◆ 辻岡義之

◆ 櫻井幸雄

そろそろ雨やどり世話人
ヘルパー

風のこえ 運転手

◆ 藤ヶ崎 篤
ついつい雨やどり世話人

◆ 大石多延子
そろそろ雨やどり世話人
ヘルパー

◇◆ 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26
平成26年度
26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26年度の正会員の募集をしています。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。

☆青嶋勝男
☆稲葉みどり
☆大石保雄
☆岡崎金二
☆金子信義
☆亀井由季子
☆久保田里美
☆榊原顕寿
☆杉本 斉
☆竹内伊知郎
☆田村淑子
☆中川一男
☆二宮温子
☆兵庫信男
☆増田俊彦
☆宮浦克枝
☆森田敬之
☆山田善己

☆青島大治郎
☆稲守活次
☆大石よしの
☆岡本佳和
☆北川世津子
☆亀井博子
☆紅林義之
☆櫻井雅彦
☆杉本美代子
☆竹内増美
☆田村代志子
☆仲田嘉雄
☆袴田則子
☆堀田力男
☆松浦正幸
☆三輪美幸
☆八木哲仁
☆山本隆行

☆朝田啓野
☆江塚和由
☆大石義治
☆小笠原 治
☆小栗正巳
☆河原 均
☆小長谷一夫
☆佐々木輝夫
☆杉山勝美
☆竹林義記
☆塚本夏子
☆永田 功
☆橋ヶ谷正彦
☆堀田ふさ
☆松下勝廣
☆村田芳生
☆八木はる
☆吉澤智美

☆安達政弘
☆大石絢乃
☆大鐘 富
☆興津大輔
☆加藤富夫
☆菅 功
☆小林奈美
☆佐野尚野
☆杉山高四
☆立石 久
☆筒井由美子
☆中嶋春夫
☆秦 美智子
☆前田ともみ
☆松本聖市
☆望月祐基
☆安井 茂
☆吉添みえ子

☆天野恭子
☆大石 京
☆大柄和彦
☆片瀬正治
☆加藤旬美
☆喜田星夫
☆小山公祐
☆澤木こず恵
☆鈴木まゆ美
☆田中久規
☆蔦川由美
☆中野重弘
☆彦坂和弘
☆牧野利明
☆松本秀男
☆森下郁乃
☆山内佐敏
☆吉田一彦

☆石本 強
☆大石重夫
☆大地啓之
☆片山廣子
☆加藤泰雄
☆木村博志
☆斉藤哲夫
☆塩澤 満
☆鈴木康之
☆田中まり子
☆戸塚和重
☆名波久載
☆平口政秋
☆増田恭子
☆萬年嵩則
☆森本輝一
☆山崎弘貴
☆良知忠明

☆石田一志
☆大石泰樹
☆大村敦始
☆勝岡正明
☆上城公雄
☆久保田真生
☆酒井勝利
☆杉本唯夫
☆鈴木義男
☆田中義規
☆内藤利章
☆西谷 稔
☆平野邦江
☆増田孝子
☆三浦 勇
☆森田 茂
☆山田美智子
☆和出文子

【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

◇◆ 篁一誠（たかむらいっせい）講演会のお知らせ ◆◇
下記の日程にて「どう関わったらいいの? 発達障がいがわかる」と題して、NPO法人うぇるび～主催により、篁
一誠先生の講演会が開催されます。イマジンも後援としてご協力させていただきます♪
分かってもらわれづらい彼らとの関わり方のヒントをもらえるチャンスです。皆さん、是非是非♪ご都合をつけ
てご参加ください。

日 時
平成26年 7月11日(土) 開場 午後6時 開演 午後6時30分
場 所
島田市民総合施設 プラザおおるり 1階 大ホール （TEL 0547-36-7222）
チケット代 600円（ 資料代含む。高校生以下無料 ）
◎ イマジンにもチケットはあります。お気軽にお申し付けください。（
イマジンにもチケットはあります。お気軽にお申し付けください。（TEL
TEL 05470547-3434-3370）
3370）
◎ 託児（有料）は、お気軽にご相談ください。（しめきり 6/25まで）人材確保の都合上、ご期待に沿えな
6/25まで）人材確保の都合上、ご期待に沿えな
い場合もございます。（TEL
い場合もございます。（TEL 05470547-3737-2066）
2066）

【 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

