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理事 鈴木 英行
私は島田市で視覚障害者の意見や困っ
たこと、又は、交流情報交換をするた
めの会を20年続けています。障害者の
制度も支援費制度に変わったり、いろ
いろなことがわかりにくくなり、情報
が伝わらなかったりします。そうした
ことがなくなるようにしていきたいで
す。
イマジンに期待することも、“障害者
がいかに生きやすい社会を作っていく
か”“自立のための応援ができるとこ
ろが欲しい”そうした思いで参加しま
した。障害者が自立するためには、衣
食住すべてに壁があり、クリヤーでき
ないことがあります。障害者自身も先
天的な障害より、中途障害や重視覚障
害が増えていて、視覚障害者の場合、
点字の出来ない人や白杖の使い方を知
らない人、一人歩きの出来ない人が増
えていて、そうしたことも壁となり、
家族の負担となっていることが多いの
です。

障害者が自立するということ、それは
障害をなくすことではありません。い
かに障害を補い、障害者が自分の意志
で生きていくかということなのです。
そのための手助けや援助が出来たらと
考えています。私自身も弱視というこ
とで今の仕事を続けていますが、「こ
の職場が障害者の雇用の場としていけ
たら」との考えから、今まで視覚障害
者の雇用をしてきました。これからも
もっと多くの障害者の雇用をしていけ
ないかとの思いもあり、何かやりたい
と考えている所です。障害者が健常者
と同じ事をやっていくのは難しく、出
来ない事ですが、障害者のできること
、方法を考えれば出来る事も多いと思
うし、その人の特異性を活かしたこと
を考えていけば、その職場に居場所も
でき、それなりの収入も得られて自立
に役に立っていけるのではないでしょ
うか。共に生きる社会、言葉だけでは
なく、本当の意味での共に生きること
を考え実現していきたいです。

支援費の事業所を目指して手続きをしています！
会員はもちろんの事、地域で生活する多くの方からの要望があり、支援費の事業
所になるための手続きを現在行っています。皆さんの希望する生活・必要な支援
の聞き取り、ヘルパーの確保などやる事はまだまだありますが、今の予定では来
年の２月からスタートできるように考えています。もうしばらくお待ち下さい。
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作業所紹介

－島田市内にある作業所を紹介します－

あさがお作業所
あさがお作業所の周辺は今、一面のレ
タス畑でいっぱいです。現在17名の
仲間が元気に通っています。始まった
当初は、仕事も見つからず、散歩をす
る日々でしたが、現在は近隣の企業（
7社）よりお借りした下請け作業に、
励んでいます。ハンガーの組立、うな
ぎのたれの袋詰め、ネジの組立、洗剤

相談員の紹介

の箱詰めなど、ベルトコンベアーを使い
、各々できるパートに入り、頑張って取
り組んでいます。不景気で時々仕事がき
れてしまうことがあります。そんな時始
めたのが農作業です。仕事の合い間にや
るので、なかなか収穫できるまでには、
草との戦いで大変です。今年は大根がと
てもよくできました。来年は何が取れる
かとても楽しみです。

イマジンでは現在７名の相談員がいます。ここで相談員の
近況を報告したいと思います。

澤島 直通

田村 光男

いわずと知れた理事長。今
は事業所の申請書類作成と
当事者さんへの対応に格闘
中です。

藤枝の老人施設で相談員をや
りながらイマジンで相談員を
しています。

長尾 教史
杉本

静岡市にある作業所で月～金
曜日働いています。週末イマ
ジンで相談員をしています。

斉

障害者を持つ人達が地域の中
で安心して生活出来る様、相
談活動をしています。

新人さん紹介!!
新人さん紹介
鈴木 英行
身体障害者や視覚障害者の方
への相談を主に担当していま
す。

鈴木

忍

イマジンのお姉さん役。当
事者さんとのふれあいを第
一に支援しています。
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赤堀 由紀
12月から新しくイマジンの職員
月から新しくイマジンの職員
となりました。きっとまだ私の
ことを知らない方が多いと思い
ます。月～金にイマジンにもい
ますし、そよ風青年学級などの
行事でこれから見かけると思うので少しずつ覚
えていって下さい。約１ヶ月間仕事をしてみ
て、青年学級のクリスマス会やディサービスな
どの行事があり楽しく仕事をしています。いろ
んな方とお話しをしたりしたいので気軽に声を
かけて下さい。
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平成１６年度 イマジン 上半期相談件数
上半期での相談件数をまとめてみました。1,063
1,063件の相談がありました。
1,063
相談援助内容

件数

１位

社会生活技能に関
する相談

181

２位

社会参加に関する
相談

146

①社会生活技能に関する相談⇒対人関係、異性
①社会生活技能に関する相談
関係、屋外移動、金銭管理、所持品の管理、情
報収集、交通機関利用、免許・資格についての
相談（具体的にはお金の使い方がわからない人
への対応、バスや電車の乗り方を教えるなど）
②社会参加に関する相談⇒基本的な日中活動、
②社会参加に関する相談
当事者活動・当事者団体の活動、レクリエー
ション、趣味、旅行、各種社会活動（身体障害
者では、話し相手や行き場所を目的とした日中
活動の充実が多く、知的障害者では授産所や施
設での不安や疑問、職員の対応や施設に関する
相談など）

３位

心理・行動傾向に
関する相談

141

４位

教育・就労に関す
る相談

111

５位

家族支援に関する
相談

103

福祉サービスの情
報提供・利用援助

99

③心理・行動傾向に関する相談⇒障害の受容、
③心理・行動傾向に関する相談
精神的安定、こだわり・多動・パニック、自
傷・他害、睡眠・食事・排泄等の不適応、集団
への不適応（こだわり・パニックなどへの対応
が多くＳＯＳの電話で急行することもあった）

282

④教育・就労に関する相談⇒教育、就労、職場
④教育・就労に関する相談
との調整（仕事を探し作業指導に入りながら就
労先に本人の事を理解してもらう。職場の人間
関係をはじめとして、本人が理解出来なかった
ことを噛み砕いて説明し、理解してもらい、安
心してもらう支援がほとんどであった）

６位

健康に関する相談
日常生活に関する相談
余暇活動に関する相談
コミュニケーション・
スキルに関する相談
その他
生活基盤に関する相談
福祉機器の利用・助言
専門機関の紹介
社会資源の情報提供・
利用援助
など

合

計

1,063

⑤家族支援に関する相談⇒対応の仕方、結婚、
⑤家族支援に関する相談
家族関係、介護負担、障害の受容（パニック時
や普段の接し方をどうするか、など）

まとめ
相談といっても明確な相談内容がない場合が多く、時には愚痴や世間話のようになることがあ
ります。しかし、生活の中での不具合の1つ1つを聞き、本人を見させていただき、相談者やご
家族など周りの方々と一緒になって解決に向かうという相談実績だと思います。イマジンには
当事者もご家族も関係者もたくさんの方が来てくださいます。社会生活技能や社会参加、就労
に関する相談は当事者からが多く、心理・行動傾向や家族支援、福祉サービスに関する相談は
ご家族の方が多い傾向にあります。また、施設職員やヘルパー、企業の方など様々な方からの
相談もたくさんあります。全てに答えは出せませんが、多くの方の話し相手としてだけでも相
談支援の必要性は非常に高いと実感する半年でした。
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２０日（土）イマジンサロン
（イマジン）
２１日（日）イマジンサロン
（特別養護老人ホーム あすか）

11月の実績
11月の実績
１３日（土）ウォーキングディサービス
川根でウォーキングしよう
１５日（月）グループホーム学習会
（イマジン）
１９日（金）グループホーム学習会
（なのはな作業所）

12月の実績
12月の実績
２９日（水）冬期ディサービス
３０日（木）冬期ディサービス

1月の予定

2月の予定

１５日（土）イマジンサロン（イマジン）
１６日（日）イマジンサロン（特別養護
老人ホームあすか）
２３日（日）スペシャルオリンピックス・
トーチラン （リバティ）

１２日（土）クッキングディサービス
（しまだ学習センター）
１９日（土）クッキングディサービス
（しまだ学習センター）
イマジンサロン（イマジン）
２０日（日）イマジンサロン（特別養護
老人ホームあすか）

お知らせ
☆スペシャルオリンピックス
いる「３年B組金八先生」でも取上げら
トーチラン参加募集☆ れ先日その模様が紹介されていました。
トーチランには、アスリート（知的障害
スペシャルオリンピックスとは、知的障 者）とそれをサポート（伴走）するボラ
害のある人達を応援する国際的なスポー ンティアで一緒に走り、トーチ（聖火）
ツ組織で４年に一度その国際大会が開か をつないで行きます。
れます。そして、その世界大会が2005 今回このアスリートと伴走ボランティア
年2月26日～3月5日アジアで初めて長 をイマジンで募集しますので、是非皆さ
野で開催されます。
んの参加をよろしくお願いいたします。
そこでスペシャルオリンピックスを皆さ
スペシャルオリンピック
んに知っていただくために、来る2005
スＨＰ
年1月23日（日）大井川河川敷マラソ
http://www.son.or.jp/
３年B組 金八先生の一
ンコースリバティで行われる「島田駅伝
場面より
競走大会」でトーチラン（聖火リレー）
を行います。トーチランは、今放送して
父兄代表 森田

連絡先 特定非営利活動法人 イマジン
〒427-0026 静岡県島田市扇町13-4
TEL・FAX 0547-34-3370
e-mail imagine@za.tnc.ne.jp
URL http://www3.tokai.or.jp/imagine/

Page 4

