発行日 平成 29年
29年 6月 30日
30日

特定非営利活動法人イマジン
〒427427-0022 静岡県島田市本通二丁目4
静岡県島田市本通二丁目4-20 Tel 05470547-3434-3370 Fax 05470547-3434-3371

イマジン通信

Vol.
Vol.79

平成２９年度 イマジン通常総会
5/27(土)に島田市総合スポーツセンターローズアリーナ 研修室にて「平成29年度イマジン通常総会」が執り行
われました。土曜日の忙しい時間帯でありましたが、予定を上回る多くの正会員、関係機関の方々にお越しいただ
きまして、何度も追加で席を用意させていただくという異例の総会となりました。
今回の総会では、昨年同様に事業報告には写真を多く使って報告をさせていただきました。特に、障害福祉サー
ビス事業では実際に支援をしている事業所の職長から実績の報告や説明、現在の市町の考え方や対応の仕方の変
化、それに伴う弊害、現在の事業の課題等をお話しさせていただきました。各職長の練習の成果が見え隠れする話
しぶりでしたが（笑）、実際に携わる人の肉声でお話を聞いていただき、内容だけでなく、より一層、私たちの想
いと熱意が伝わったと思います。
出席者の正会員の多くは、利用者の保護者です。利用者の年齢も様々で、利用していただいている障害福祉サー
ビスも人それぞれです。事業報告はご自身の関心が高い事業と低い事業に分かれてしまいます。しかし、質疑応答
で会場が１つになる瞬間があり、ドキッとする共にニヤッと笑みがこぼれる場面がありました。それは、「市役所
で話しても○○と言われるだけで・・」「誰に相談していいのか分からない」という発言でした。
支援費に始まる障害者の支援制度は今年度で15年目に入ります。当時、この言葉を毎日誰からも聞いてきまし
た。この言葉がイマジンを作る原動力であり、根幹なんです。「地域は変わりはしたが変わらない」という矛盾。
支援事業所は多くなったが変わらない当事者と家族の現実。当時と同じ言葉を聞いて「変わっていない」という残
念な気持ちと「変わらないなぁ」という懐かしさの気持ち、そして、「やはり、こういう本音の発言が聴ける場が
イマジンなんだなぁ」という想いに笑みがこぼれてしまいました。
障害者の制度は、自己選択・自己決定・自己責任を目標に障害者の個人（特に成人している方は）人格と人権の
尊重を大原則として掲げてきました。これらを実現するには障害者に関わる人から理解をして行動していかなくて
はなりません。県・市の行政、支援事業所、学校の職員、ご家族、そして何よりも当事者です。誰もが急には変わ
れません。理解できたから行動できるのではなく、行動して行ったら理解できたということもあります。どちらが
先かではなく、誰にでも今からできる『理解しようとする』ことから始めなくてはなりません。
総会が終わり、本当の意味で２９年度が動いています。今年度はドキッとする本音をたくさん聴かせていただき
皆さんと共に歩いていきたいと思います。当時のように、走り出す
準備をしたいと思います。
今年度もイマジンの活動にご理解とご協力を
よろしくお願いします。
（理事長 澤島）

私たちも雨やどり
春になり、グループホームにも２名の新たな入居者がありました。７つあるグループ
ホームの空き居室も無くなってきました。そんな、ある日・・毎年の光景ではありますが
ツバメが飛び交う姿が・・「今年はたくさんいるなぁ」と思うのもつかの間、気が付くと
ツバメたちが新たなグループホームを建設中ではありませんか！!
また数日後、「あれっ」と思う間も無く、次々とグループホームにツバメたちが！上手
に雨をしのげる場所に作っていきます。しばらくすると雛たちの姿が見受けられます。
この季節だけだけど、君たちも雨やどりだね♪グループホームの名前を考えるのは大変
いよいよ雨やどり玄関
だから付けないけれど誰も間違わずに自分の家に帰れるから心配しないよ♪ただ・・汚す
のは勘弁して欲しいな（笑）
6月に入り、どこも満員御礼になっているはずなのに、ついつい
雨やどりの玄関軒下で夜を過ごそうとするツバメたちの姿がありま
した。君たちのホームは?避難してきたのかな?
ショートステイならお部屋が空いているけど（笑）と声を掛けた
くなる姿で寝ています。
ぶらぶら雨やどり側面の軒下
ツバメたちも住みたくなる雨やどりです。（担当 澤島）
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「怪盗Ａ」現る
最近、グループホームで盗難事件が相次いでいます。食パンやウィンナーが袋ごとなくなるんです。状況を分析
していくと一人の男性が浮かび上がってきました。怪盗Aさん。こっそりと居室を抜け出し、食堂に侵入してきま
す。食堂を閉鎖すると近隣のグループホームに忍び込み、分からないように食材を持って来ます。
と、こんな話をしているとグループホームがどんなところなんだ?と訝しげに感じますよね。怪盗Aさんは、持っ
ていくのは上手なんですがゴミの片づけが上手じゃないので、すぐにばれてしまうんです（笑）
衣類ケースの後ろから見つかったり、お口の周りについていたり…と（笑）おまけに消化器が弱い怪盗Aさんは
体調不良になってしまうんです。先日は、救急に行ったりして（笑）
グループホームは入居者さんの『家』ではありますが、共同生活をする『共同住居』であり、制度的には『事業
所』になります。ルールや決め事は必要になります。
入居者の生活でも、起床時間が夜中だったり、大きな音でテレビを見たり、ゲームを大きな声を出してやってい
たりと周りの入居者に影響が出るような生活の仕方には指導や対応が求められます。また、他の入居者の部屋に入
り込んだり、物を持ってきてしまったりということもトラブルになるだけでなく、他の場面でしてしまったら・・
という心配があり、指導や対応をします。
「グループホームだから良い」ということが通らないこと。「障害者だから仕方がない」では通らないことには
目をそむけずに取り組んでいます。社会で生活していける方になっていただくことも支援の目的の１つだからで
す。
グループホームであっても、ご自宅であっても『地域』の中にあることは間違いないのです。地域は、社会で一
番近いエリアです。地域でトラブルを起こしたり、巻き込まれたりした時は地域社会のルールに則って解決してい
きます。当然、相手は地域の人、警察署、消防署といった福祉以外の方も入ってきます。ケースによっては、犯罪
になってしまうこともあります。一番身近な例として交通事故があります。相手が車の場合は被害者になることも
多いですが、相手がお年寄りや子供、停車中の車を傷つけた等になると加害者になる場合もあります。これは、歩
くことしかできない方でも可能性があります。
普段支援をしていると、考えが偏ってしまいがちです。例えば鍵などは、入居者が出て行ってしまわないように
ばかり考えがちです。しかし、外から入ってくることもあるんですよね。忘れてはなりません。グループホームで
は、居室だけでなく鍵の管理を見直しています。閉じ込めるのではなく、外から侵入されないように考えたうえで
の対応です。しかし、あまり鍵の管理を厳重にしてしまうと非常事態の時に迅速に避難等が出来なくなる恐れが出
てきます。悩ましい問題です。日常への対応と非常時への備えに板挟みになっています。
車両の鍵も同様で、送迎等の日常の使用と緊急避難の際を想定した鍵の使用、管理を見直しています。
昨年度は、とても衝撃的だった事件事故が起こりました。相模原の障害者殺傷事件、愛媛のグループホーム火災
です。これらの事件事故が起こさない為にも、入居者に求めること、守ってもらわなくてはならないことと私たち
が入居者を守らなくてはならないことがあります。
危険やトラブル、事件事故から守りながら、グループホームを出来る限り『家』に近づける為に、日々考えさせ
られます。（担当 二宮）

職員研修『振りカエルの日』
今年も、5/3(水)に職員研修として『振りカエルの日』が行われました。
午前中は正規職員全員参加でのスタッフミーティングです。平成２８年度の事業実績等の報告と各事業所の現状
や課題点を共有しました。日頃の支援では聞けない数字の話、自分の事業所の置かれている現状を再確認できまし
た。頑張ってきて嬉しい報告もありましたが、まだまだ頑張らねばと思わされる厳しい話もありました。日々、自
分の成長を少しですが感じながら、足りない部分も見えていることと重なりました。
午後の研修には参加者62名のヘルパーや世話人、放課後等デイや生活介護の支援スタッフ、事務員、送迎ドライ
バーまで職種は問わず老若男女の有志が参加しました。研修の内容は、普段の支援でも大切でなかなか出来ない
「危険予知訓練（ＫＹＴ）」です。イマジンの名の由来でもある想像力をフルに使った研修でした。普段の支援現
場を題材としたイラストからグループワークとして事例検討を行い、危険と思われることを話し合いました。
自分には無い視点、違う業務をしているから気付ける危険などがあり、勉強になりました。また、多くの方と話
す機会になり、職員一丸となる良い時間となりました。度々、研修や勉強会をして欲しいと思いました。
学校の勉強は嫌いでしたが、支援の勉強は
面白いです(笑)。利用者を理解できたように感
じる瞬間が何とも言えません。本当に理解で
きたかは現場で実践してみたいと思います。
本当に、良い振り返りになりました。
（担当 鈴木）
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meguri石畳茶屋にお越しください♪
石畳茶屋にお越しください♪
イマジンで待望の飲食店経営を始めました。場所は、島田市金谷坂町、JR金谷駅から徒歩５分の場所にある、旧
東海道石畳に向かう坂の上にあるお茶屋です。島田市指定管理「島田市東海道金谷宿お休み処」という島田市の事
業をグループホーム事業でご協力いただいているお隣さん㈱丸紅が受託し、㈱丸紅の自主事業として実施してきた
レストラン事業をイマジンで実施することとなりました。この施設は、れっきとした公共施設なのです。
イマジンとしては「地域のコミュニケーションを活発化する事業」の１つてして実施していきます♪この場所を
一般の方や観光客の方たちに利用していただきながら、障害者が日常的に居る風景としていきます。展示室もある
施設ですので、今まで発信してきた作品発表等も行っていきますよ♪
多くの方が障害者とふれあい、関わり合える場所にしていきます。何よりも障害当事者が気軽に行ける場所の１
つになるようにしていきたいです。
営業日は、火～日曜日。定休日は月曜日です。
11時～２時がランチタイムで
す。全てがシェフ手作りパン
とスープによる限定数のラン
チが食べられますよ♪
数量限定ですので、是非ご
純和風の佇まいの「お茶屋」です。旅人が休憩しそうです。
予約をして食べにお越しください。
店内は広々として落ち着いた雰囲気
もともとの指定管理事業が、誰でも休憩にお越しになれる処ですのでランチだけでなく気軽に立ち寄り、ブレイ
クタイムを楽しめるようにケーキやコーヒー、地元金谷の紅茶を用意しています。ケーキはシェフの手作りタル
ト。地元のフルーツを使った季節感のあるタルトやチョコ好きにはたまらない、濃厚チョコとタルト生地が忘れら
れなくなる「タルト・カライブ」、まるでクリームチーズのような、滑らかで爽やかな味わ
いと触感を楽しめる「レ・ド・マリー」などなど♪手作りタルトをお楽しみください♪
もちろん、セットメニューもあります。
地元金谷の紅茶は全国で１位２位を受賞するほどの知る人ぞ知る自慢の紅茶です。ホット
でもアイスでもパン、タルトと合うこと絶品です！スパイスを利かせて飲む「チャイ」もご
用意しています♪少しお時間をいただきますが、是非、お試しいただきたいと思います。
「ガトー・ミルティーユ」
レアチーズケーキの上に島
田産のブルーベリーを敷き
詰めたタルトです

「くるみとカラメルヌガー
のタルト」
香ばしいクルミとほろ苦い
カラメルヌガーがコーヒー
に合うこと間違いなし

6月に入り、クッキーやフィナンシェなどの焼き菓子に加えて、シェフの本領発揮のパン
の販売も週末の土日限定で始めました。ランチでも食べていただいている、国産全粒粉から
おこした自家製酵母を使用した「雑穀食パン」と水の代わりにヨーグルトと牛乳だけで捏ね
上げた「ハースブレッド」、どちらもスライスして軽くトーストすると小麦やバターなど原
材料の何とも言えない香りが美味しさを表してくれます♪
店内メニューでは食べれない「ノア・レザン」がお勧めですよ♪
国産全粒粉と自家製酵母はもちろんの生地にクルミとレーズンを混
ぜて焼き上げました。コーヒーといっしょに召し上がり下さい。
メニュー等、詳しくは、meguri石畳茶屋ホームページ、
Facebookをご覧になってください。皆様のお越しをお待ちしてお
ります♪（担当 秋山）

左から「ノア・レザン」
「雑穀食パン」「ハースブ
レッド」

◇◆ 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、この地域で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。グループホームや日中活動を実施するための建設費用、設備費用が必要です。また、今後も安定継続
をし続けていく為には多くの資金が必要となります。
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致します。
【振込先】

清水銀行 初倉支店 普通 2115188
特定非営利活動法人イマジン 理事 澤島直通
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

※ お振り込みの際、氏名のご記入と
お手数ですがご連絡をお願いいたし
ます。
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平成29
平成29年度
29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29年度の正会員の募集をしています。正会員は、イマジンの活動趣旨に賛同・ご協力をしてくださる会員です。
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。今年度も、職員全員で障害者の支援に尽力していきます！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
☆石神 国男
☆大石 重夫
☆大草 順子
☆片瀬 正治
☆亀井 美紅
☆木村 博志
☆齊藤 亨
☆佐々木富子
☆杉本 唯夫
☆鈴木 義男
☆只井 増枝
☆筒井由美子
☆名波 久載
☆橋ヶ谷正彦
☆平口 房子
☆増田 俊彦
☆萬年 崇則
☆村松裕子
☆八木 恒男
☆山田美智子
☆良知 忠明
賛助会員(団体)

☆青島恵理子
☆石田 一志
☆大石富佐子
☆大塚 祐子
☆片瀬 敏男
☆亀井由季子
☆久保田真生
☆斉藤 哲夫
☆佐藤 博
☆杉本 斉
☆鈴木 舞子
☆田中 久規
☆寺川 勝成
☆西川 和宏
☆秦 美智子
☆平口 政秋
☆増田 繫喜
☆三浦 勇
☆望月 祐基
☆八木 哲仁
☆山田 義己
☆渡邉 広記

☆朝田 啓野
☆市川 建一
☆大石 保雄
☆太田とし江
☆勝岡 正明
☆河原 均
☆久保田光子
☆榊原 顕寿
☆佐野 尚野
☆杉本 美代子
☆高木 幸有
☆田村代志子
☆中川 一男
☆仁科 稔
☆原田 君江
☆二見 孝秋
☆増田 康秀
☆三浦 敏実
☆森下 郁乃
☆八木 はる
☆山村 静枝
☆和出 文子

☆天野 恭子
☆池谷 光男
☆猪股 健二
☆大石 絢乃
☆大石 泰樹
☆大石よしの
☆大橋 栄雄
☆岡本 佳和
☆加藤 富夫
☆加藤 泰雄
☆河邉 泉
☆喜田 星夫
☆紅林 勉
☆紅林 眞之
☆坂田 雅美
☆桜井 雅彦
☆塩沢 満
☆芝田 寅治
☆杉山 勝美
☆鈴木 昌巳
☆高橋 道夫
☆竹内伊知郎
☆塚本 夏子
☆蔦川 由美
☆中嶋 春夫
☆永田 功
☆二宮 温子
☆二宮 祥広
☆春澤 勇
☆日浦 利行
☆前田ともみ ☆牧野 利明
☆松井登美子 ☆松浦 正幸
☆宮浦 克枝
☆三輪 司
☆森田 茂
☆森田 敬之
☆安井 茂
☆山内 佐敏
☆山村 勝
☆山本 和代
☆特定非営利活動法人うたしあ

☆石神 克郎
☆大石 京
☆大鐘 富
☆奥谷 孝
☆亀井 博子
☆北原万里乃
☆紅林 眞美
☆佐々木輝夫
☆清水 幹夫
☆鈴木 康之
☆竹内 増美
☆土屋 吉輝
☆中野 重弘
☆野崎 博
☆彦坂 和弘
☆増田 孝子
☆松本 秀男
☆村田 芳生
☆森本 輝一
☆山河 勇治
☆山本 隆行

☆㈱丸紅

【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

◇◆ 小林そうすけ君 陶芸作品展 ◆◇
お馴染みとなりました「ねんど作家 小林そうすけ君 陶芸作品展」を石畳茶屋の展示室にて開催します。和の
雰囲気いっぱいの展示室の中で動物たちが趣ある表情を見せてくれますよ♪お隣のmeguri石畳茶屋で美味しいタ
ルトや限定ランチも楽しめます♪週末の２日間だけの展示です！是非、お越しください♪

日 時
場 所

平成29年 6月24日(土) 25(日) 開場 午前9時～午後4時30分
石畳茶屋 展示室（島田市金谷坂町）

◎ 駐車場に限りがあります。電車での来場、お車を乗り合わせでのお越しをお願いします。

【 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

