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新年度のスタートです
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理事長 澤島直通

平成23年度がスタートしました。と言っても３月11日に起きた東日本大震災の印象が強く、いつもな
ら桜の花と共に来る新年度の訪れが薄らいでいます。正会員の皆様やご家族の皆様も同じような心持の中
で新しい生活をスタートさせたことと思います。
新しい生活と共に新しい支援が始まります。イマジンにも新しい職員が入り、今まで行ってきた支援を
教えながらいっしょになって新しい支援を考え、取り組んでいます。
新しい正会員も増えました。昨年度は、正会員124名、賛助会員（個人）2名、賛助会員（団体）1団
体と多くの方々から支持をいただきました。今年度は早くも34名の方々に正会員になっていただいてい
ます。
正会員について改めて説明をさせていただくと、①正会員は総会において事業計画や予算に対する“議
決権”が発生します。つまり、イマジンの活動や事業の評価・意見をすることが出来ます。自分の思いを
事業化することが出来ます。②隔月ではありますが、このイマジン通信を送らせていただいています。イ
マジンの現状や活動、制度や地域の様子をお知らせします。③デイサービス等の優遇。ほぼ、毎月行われ
るウォーキングデイサービスや夏・冬・春に実施されるデイサービス等は正会員にならなくても応募する
ことはできますが、正会員になっていると選考時に優先され、参加費も正会員単価を設定させていただい
ています。④タイムケアサービスの利用。これは正会員だけが利用することのできるインフォーマルな
サービスです。利用料金は30分が500円の全額実費負担になります。このサービスの中に、宿泊のサー
ビスとしてナイトケアサービスもあります。利用料金は１泊9,000円になります。タイムケアサービス
は、行政から支給される居宅介護、重度訪問介護、行動援護、移動支援、短期入所、日中一時支援等の
フォーマルなサービスでは支援することのできない内容の支援に利用することが出来ます。もちろん、安
全面を含めイマジンとして提供できるサービス内容であれば…となります。ここで注意ですが、車の使用
はタイムケアサービスであってもすることが出来ません。
これらの４つの役割とメリット以上に正会員になっていただくことには意味があります。①の役割は当
然ながら、イマジンはNPO法人なので正会員がいなくては成立しません。NPO法において「10名の正
会員」が最低条件になっています。つまり、必要とする人が10名いない法人は法人として認められない
のです。最近では、③と④の為に正会員になってくださる方がたくさんいます。とてもありがたいのです
が、やはり法人の趣旨や目的を理解して賛同していただくことが一番だと思います。イマジンは多くの方
に支援をする団体ですが、支援される団体でなくてはならないのです。
今年度も今まで通りに障害福祉サービスの事業所としてサービス提供を行って行きます。ヘルパーの事
業は例年のように拡大していくことが予想されます。制度では出来ない支援が浮き彫りにされ、独自の
サービスを持っている事業所が少ないこともあり、タイムケアの利用も増加していきます。ケアホームの
建設も順調に進めば、計画通りの事業実施が見込めそうです。デイサービスも趣を変えて少人数での濃密
な時間を共有する計画になっています。イマジンツアーも参加者からの声を聞き、新しい内容を盛り込ん
であります。ふれあいサロンも同様に開催場所を地域の中に移し、より多くの障害当事者や地域の方々に
参加していただけるように計画しています。その他にも多くの事業計画を建てさせていただいています。
前号にてお知らせしました通り、平成23年度 イマジン総会を来たる5月14日（土）に開催させてい
ただきます。前年度の事業報告・決算報告。前記しました各事業についての事業計画・予算を説明させて
いただきます。2部としまして、志太榛原圏域の地域課題について、この圏域の最前線でご活躍の方々を
パネリストとしてお招きして、ご出席の皆様と
いっしょにディスカッションをしたいと思いま
す。是非、ご出席いただきまして、イマジンの事
業への理解とご協力をお願いします。
また、今年度もイマジンと共に歩んでいただけ
たらと思います。（理事長 澤島）
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“ついつい雨
ついつい雨やどり”
やどり”の生活 ⑭
ついつい雨やどりが開所し、丸3年が経過しました。入居者10名の家だったついつい雨やど
りも、2年目からは短期入所事業と日中一時事業を開始し、多くのお客様を迎える場所になって
います。「やってみないと分からない…。」そんな思いから手探りのままスタートして走ってき
た事業でしたが、無事4年目を迎えることができました。これも協力して下さっている多くの皆
さんのおかげ…と深く感謝しています。ありがとうございます。
開所当初から沢山の方が見学に来てくださり、「すぐにでも入居したい。」「将来はこんな風
に自立してもらいたい。」とGH・CHへの入居希望の声が多く寄せられています。そんな声を
聞く度に、『もっとGH・CHが必要なんだ』と身が引き締まると共に、『今まではご家族が頑
張ってきたんだ…』と頭が下がる思いでいっぱいになります。そんな時、『ついつい雨やどりの
皆さんはここに入居して良かったんだろうか…』と考えることがあります。特に、入居前に家族
と生活していた方は、暮らし慣れた家と生活がありました。家ではワガママが出てしまう事も、
家族とケンカしてしまう事も、落ち着いて過ごせない事もあったと思います。しかし、それがそ
れまでの彼らの生活で、当たり前の毎日でした。ついつい雨やどりに入居することで、その当た
り前の毎日は大きく変わってしまったと思うのです。現在の彼らはすっかりケアホームの生活に
慣れ、もう長年住んでいるかの様に生活してくれています。しかし、それを口にしなくても、住
み慣れた家で生活する方が良かったのではないか?帰りたいと思っているのではないか?などな
ど…そんな思いが湧いてきます。しかし、私たちに出来ることは、現在の彼らの生活を精一杯支
える事だけ。生活が大きく変わっても、環境がすっかり変わってしまっても、その中で自分なり
の生活を一生懸命築き上げ、入居者皆さん同志で支え合って生活している10人のお手伝いを、
出来る範囲でやらせてもらう事だけです。そして、彼らをそれまで一生懸命支えてきたご家族の
負担を、少しでも軽くする事だけです。怒っていても、悲しい事があっても、嬉しい時も、楽し
い時も「ただいま～♪」と帰って来れる場所を、精一杯支えていきたいと思います。
生活の支援をしていると、「ダメだよ」「我慢して」と言う場面も多く、彼らの自由を制限し
ているのではないか？と感じる事も多くあります。自分らしく安心した生活を送る事ができるよ
うに、生活を管理しているのでは無く私たちに出来ることをお手伝いさせてもらっているのだと
の思いを忘れずに、日々努力して行こうと思います。3年経過したと言っても、まだまだ3年！
入居者の皆さんは、たとえ形が変わったとしても、この何倍何十倍もの時間をこれから生きてい
きます。ついつい雨やどりは、そんな皆さんの生活の場所として、長く長
く存続していきたいと強く思います。そして、そんなGH・CHをもっと
もっと増やしていきたいと決意を新たに思っています。3年経っても皆さ
んに支えられてばかりの私たちですが、これからもどうぞよろしくお願い
致します。いつでも遊びに来てくださいね♪（担当 北川）

今月の
今月の世話人のつぶやき
世話人のつぶやき
今月号から掲載します世話人のつぶやきコーナーです。今月担当は世話人（杉井）です。よろ
しくお願いします。今回はお風呂についてお話してみます。一概にお風呂といっても人それぞれ
入浴の方法が違います。ついつい雨やどりの入居者の皆さんも同様で湯ぶねに長く浸かる方、カ
ラスの行水とはこのことか?というぐらいにすぐに出てしまう方など様々です。特に私が一番気
にしてお風呂の支援に入らせていただいている事は、やはり清潔にするという事です。細部まで
綺麗になるよう意識して体を洗う支援させていただいてます。清潔な体で気持ちよく日常を送っ
ていただく様、また一層の努力をしていきます。
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３月のデイサービス （春期デイ
春期デイ）
デイ）
3月26(土)27(日)の２日間で平成22年度最後のデイサービスになる春期デイを行いました。
今回は、この春、藤枝特別支援学校 高等部を卒業された方を対象としてウォーキングはもち
ろん、ファミリーレストランでスイーツを自分で選び、自分で注文し、自分で支払いをするとい
う事に挑戦しました。お天気が快晴とはいきませんでしたが、少し肌寒さと花粉が飛び交う中、
参加者全員が楽しく歩き、遊び、食べて過ごしました。ローズアリーナまでのハイキングの後、
ファミリーレストランでは、全員がニコニコの笑顔でそわそわして待ちます。彩りもキレイな甘
～い香りのするスイーツが出てくると視線はいっせいに厨房からスイーツへ(笑)うれしそうにペ
ロリと完食しました。２日目は、ハイキングの後に島田市内にある特別養護老人ホーム「あす
か」で開催していた“ふれあいサロン”で休憩。温かい飲み物で体を温めました。
２日間、元気に過ごした皆さんの顔は“快晴”でした。新しい生活でも、その笑顔と気持ちで
頑張ってください。
この1年間いろいろなデイサービスを企画しましたが、皆さんには楽しんでいただけたでしょ
うか？平成23年度も少しでも多くの方に参加していただけますように色々な企画を考えていま
す。到らないところも多いと思いますが、精一杯頑張りますのでご期待ください！！

ふれあいサロン

えいえいおー！

いっただっきま～す♪

事件です!?
事件です!?
ある日の午後、ヘルパーの支援中に利用者のA子さんが交通事故に合いました。交通
事故と言っても横断歩道を渡っていたA子さんを見落としていた車がA子さんに接触。転倒した
A子さんの足の甲の上をタイヤでひかれてしまいました。すぐにヘルパーが事故の対応をして、
A子さんは救急車で病院へ！ヘルパーは警察等の事故処理をしました。幸いにもA子さんの足は
内出血をしただけで骨折等も無く、軽傷で済みました。
その夜、テレビを見ていてなかなか寝ないA子さんを気遣って「A子、どうしたの?」とご家
族が声をかけると、「私のニュースがやりません」とA子さん・・・家族中で大笑いだったよう
です♪この話を聞いて素直に「ステキ♪」と思いました。確かに救急車にも乗った大事件だった
のにニュースでやらないなんてね(笑)ヘルパーといっしょに買い物に行けなかったことが悔やま
れるA子さんでした。今度こそ買い物に行こうね♪

新しい職員紹介
しい職員紹介
こんにちは。４月１日からイマジンで働きはじめました「小椚 咲弥」と申
します。出身は東京都ですが、高校を卒業してすぐに焼津市にある航空自衛
隊静浜基地で無線警備員として今年の３月まで５年間勤務していました。障
害者支援のことはまだまだ分からないことばかりですが、これから頑張って
勉強していきたいと思います。どうぞよろしくお願い致します。
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平成23
平成23年度
23年度の
年度の会員 大募集中！！
大募集中！！
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。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年会費の引き落としも可能ですので、お申し付けください。
来年度も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。
【年会費】正会員 5,000円 ・ 賛助会員(個人) 1,000円 ・ 賛助会員(団体) 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２
平成２3年度の
年度の会員になっていただき
会員になっていただき誠
になっていただき誠にありがとうございます。
にありがとうございます。
【正会員】

☆天野
☆大石
☆加藤
☆北川
☆佐藤
☆鈴木
☆中川
☆原田
☆宮浦
☆森下
☆渡邉

恭子
京
泰雄
温子
博
由啓
一男
君江
克枝
郁乃
広記

様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様

☆石田
☆大石
☆加藤
☆小林
☆澤島
☆田村
☆仲田
☆二見
☆宮地
☆森本

一志 様
重夫 様
佳弘 様
奈美 様
直通 様
代志子 様
嘉雄 様
孝秋 様
善弘 様
輝一 様

☆今泉
☆大橋
☆神谷
☆近藤
☆杉本
☆戸塚
☆西谷
☆松下
☆三輪
☆安井

初音 様
妙子 様
たづ子 様
利二 様
唯夫 様
和重 様
稔様
勝廣 様
司様
茂様

☆岩崎
☆片瀬
☆亀井
☆酒井
☆鈴木
☆富田
☆萩原
☆三浦
☆三輪
☆山村

恵子 様
正治 様
由紀子 様
勝様
康之 様
浩庸 様
とも子 様
勇様
美幸 様
勝様

◇◆ “ついつい寄
ついつい寄ってけ市
ってけ市”に寄っといで♪
っといで♪ ◆◇
ケアホームついつい雨やどりの駐車場を会場に“ついつい寄ってけ市”を開催します。
島田の作り手さんたちを中心に自然農法のお野菜やお花屋さん、オーガニック＆ナチュラ
ルスイーツ、パン屋さんなどワイワイと集まります。
皆さん、遊びに来てくださいね♪
日
場

時
所

平成23年 5月29日(土)
午前10時 ～ 午後3時
島田市湯日（初倉）ついつい雨やどり駐車場（㈱丸紅地内）
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障害者支援センターイマジン
ついつい雨やどり隣
やどり隣)
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