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創 和 便 り
和を創りだす共同体

こころの病を 経験した人も していない人も
ともにたまものを 分かち合い 幸福と尊厳を とり戻そう

年頭にあたって
-社会福祉法人 創和の事業

社会福祉法人創和 黒古次男
新しい年２０１８年が始まりました。
昨年は、慣れない理事長職を仰せつかり、皆様に
は大変ご迷惑をおかけしたのではないか心配してい
ますが、
何とか一歩前に！と願って歩いてきました。
引き続き務めさせていただければと思っていますの
で、よろしくお願いします。
ところで、新年の朝日新聞「耕論」欄で、いくつ
かハッとする言葉を見つけました。
「孤独とはひとり
ぼっちになることではありません。自分は世の中に
必要とされていない、社会のお荷物だ、と思い込ん
でしまうこと」と、ロボットコミニュケーターの吉
藤健太郎さんが言っています。彼は小学５年から中
学２年まで引きこもっていたのだそうです。様々な
ことがきっかけで、今ではロボットを通じて「家や
病院から出られず、孤独を感じている方が、会いた
い人に会え、社会参加できる。そんな未来を作って
いきたい」と語っています。
また、ビリギャルで映画にもなった小林さやかさ
んは、
「希望って誰かに与えられたり、決められたり
するものじゃなくて、自分の意志ですよね。自分で
世界を広げようと思える意志こそが希望」と言って
います。いずれも示唆に富んだ言葉だと思います。
さて、障がいゆえに生活のしにくさや困難さ、働
きにくさを持っている方たちとかかわる仕事をして
いる私たちは、どのような生きかたや希望を持って
いるのでしょうか。
我が国は、
「誰もが分け隔てられることなく、共に
生き、共に生活する社会の実現」を国是としていま
す。そのような社会で、障がいのある方の支援はど
のようにあったらよいのでしょうか。
「世界を広げよ
うと思える意志」である自分の希望や夢が、社会の
在り方と同じであったら、もっと社会は変わってい
くのではないかと思います。
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「たまものを分かち合いながら」
「和を創る共同体」
である社会福祉法人創和の活動や支援、その中での
寄り添いが、一歩前に出る実践になり、新たな社会
づくりに役立っていければ何よりのことだと思いま
す。
ところで４月には、
「総合支援法」の見直しによる
新たな事業、そして報酬改定などが予定されていま
す。また、
「入間市障害者福祉プラン」もあらたな第
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５期計画が実施されます。まだ出会えていない方々
の願いや法人サービスの利用者の声に寄り添いつつ、
社会の動向などを見据えながらの法人運営ができた
らと考えています。
最後になりましたが、みなさんのご多幸と健康を
心より祈念いたしますとともに、どうぞ今年度もよ
ろしくお願いします。

できました。皆様も宜しかったらご参加いただき、
一緒に障がい者就労についてお考えいただけるとあ
りがたいです。今後ともご支援ご協力のほど宜しく
お願い致します。

入間市障害者相談支援センター

りぼん

（相談支援事業所 創和）
市役所 3 階にあるりぼんでは就労と生活の相談を
受けております。相談支援センターは 4 つの事業所
（イノセント・創和・大樹・千鳥）が委託を受け、
障がいや年齢問わず福祉サービスや生活の相談など
に対応しております。創和では対応している約９割
は精神障がいや精神疾患をお持ちの方々です。
例えば、就職したいけれども自信がない、体調が
悪くて家事が出来ない、家から外に出るための居場
所が欲しいというようなご相談や、関係機関からの
お問い合わせ等、色々なご相談が寄せられます。
お話を伺いながら、福祉サービス等の情報提供を
したり、手続きのお手伝いをしたり、お困りの事を
一緒に考えて方法を見つけていったり、様々な相談
支援を行っています。今後ともよろしくお願いいた
します。

事業所あれこれ

つどいの紹介 みなさん来てください

地域活動支援センターつどい
つどいは、居場所、交流の場、サークル活動の場
等として開所しています。
12 月には法人内のクリスマス会で利用者さんが
ダンス、演奏を披露したり、1 月には新年会を開い
て雑煮、大根餅、きなこ餅、胡麻餅、カレー餅等、
お餅をお腹いっぱい食べたり、ボランティアさんの
協力もあり楽しく新年を迎えることが出来ました。
さらなる飛躍を目指して
いぶき
春はお花見を兼ねて、ピクニックを企画していま
す。毎日１５時からはティータイムの時間になり皆
大前牧子
でおやつを食べながらコーヒーや紅茶を頂きながら、
いぶきはお陰さまで本年で５年目を迎えることが
楽しくお喋りしたりしています。今後も皆様の御協
できました。この２年間で登録者数は７０名に迫っ
力よろしくお願いいたします。
ています。その中には、すでに他の場所で活躍され
るようになられた方々もおられるのですが、何かあ
った時に立ち寄って話しをしていきたいと思ってく
りぼんの近況報告
ださる方が登録をそのままにして時々いぶきの利用
をされております。新たなメンバーと、今は他の場
障害者就労支援センタ－
市役所 3 階にある就労支援センターりぼん近況報
所で活躍したり、活躍を夢見ているメンバーが、い
告です。
ぶきの中で繋がりを持ち互いに支え合っているとい
りぼんでは、三障害ならびに難病の方の就労支援
う繋がりがいぶきの中で起きているのです。
をしておりますが、障害者手帳の有無は問いませ
わたしたちは、これからも地域において地域のた
ん。利用者は、1 日 25 人から 30 人位でこの中には
めに何が出来るか、何をしたらいいのかを考えて前
企業の相談も入ります。最近の傾向として精神の方
を向いて進んで行きたいと考えております。
の増加が目立ち全体の 4 割強になっております。ど
いぶきは木工を中心とした作業所です。温かい木
うぞお気軽にお声掛け下さい。
のぬくもりにあふれる作品を製造しております。入
最も大きなイベントとして毎年市役所と共催で
間市役所売店でも販売中です。昨年度は入間市のゆ
12 月に健康福祉センタ－で“障がいのある人たち
るキャラの「いるティー」グッズの販売許可を入間
の「はたらく」を考えるつどい”を開催しておりま
市より頂くことが出来まして、グッズを販売中で
す。
皆様のおかげを持ちまして昨年も 12 月 2
す。どうぞ機会があればお手にとって見てみてくだ
日に市長にも臨席いただき第 8 回を盛大に行う事が
さい。
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今のわたしたちがいるのもボランティアさんが来
てくださって、共に汗を流してくれているお陰で
す。近隣の高齢者施設の方からクリスマスプレゼン
トの特別注文を受けているおかげです。皆さんのお
力を借りてのいぶきです。この場を借りて感謝の気
持ちをお伝えしたいと思います。どうもありがとう
ございます。そしてこれからも、どうぞ宜しくお願
いいたします。

さきわいの展望

が施設長となりました。業績も利用される方も右肩
上がりで上昇中です。これからもメンバーさんと職
員の絆を大切に、利用者主体の取り組みで一層の繁
栄をと思っています。

さきわいからのお願い
さて、ここで皆さんに感謝とお願いがあります。
皆さんのご寄付で何年もお給料がいただけなかった
メンバーさんが、工賃をいただけるようになりまし
た。頑張る気持ちを後押しするのは皆様からの不用
品のご寄付です。本当にありがとうございます。も
し、
ご家庭にお使いにならないものがありましたら、
ぜひ、さきわいにご寄付いただけると幸いです。
そして、これまでの年月の中でご寄付を続けてく
ださっていただいている方、お買い物に来てくださ
る方、ボランティアに来てくださっている方、皆さ
んのご協力がなかったら今のさきわいはありません
でした。本当にありがとうございます。感謝の思い
が止みません。
今後とも、さきわいをどうぞ宜しくお願い申し上
げます。

さきわい

橋本邦枝
さきわいはリサイクルショップを主な活動として
います。
利用される方は検品をしたり、お直しをしたり毛
玉取り、そして販売を作業としています。平成２８
年度までは業績不振がありました。２９年度の下半
期から大幅な方針転換をはかり、利用者主体、個々
に応じた支援について職員同士でとことん話し合う
機会を持ちました。１０月には以前に創和で４年間
勤務していた松浦職員が復帰し、１月には私、橋本

メンバーより
クリスマス会でのダンス♪

初めての食べ放題

いぶき
あやあや
初めての創和全体のクリスマス会で私は、ずっーと
夢だった大勢の人の前でアイドルのダンスを！しか
もセンターで！踊らせて頂きました。欅坂４６の
「サイレントマジョリティー」を今回いぶき坂４６
の 4 人でたくさん練習をしました。みんなと振りを
そろえるのが本当に苦労して半分泣きそうにもなり
ました。でもずっと夢だったセンターで踊るので頑
張って練習して本番欅坂４６っぽい制服を着て踊ら
せて頂きました。
すごく緊張したけれどたくさんの方から「とても
良かったよ！」とか「クオリティーが高かった」と
か「ダンスがキレキレでかっこよかった」って言っ
てもらえて練習をすごく頑張ったことが報われて本
当に嬉しかったです。センターってすごく緊張して
重圧がすごかったけれど私の夢が叶ってとても踊っ
て気持ちよかったし楽しかったです。
また来年もダンス踊りたいなって思っているので
今練習しています！！今回のダンスよりももっと上
手く踊れるように頑張ります！以上いぶき坂４６あ
やあやでした（笑）

いぶき
Ａ．Ｙ
いぶきの企画ですたみな太郎の食べ放題に夏休み
前に参加させて頂きました。
私は、食べ放題という事が人生初めてなので前々
からすごく楽しみにしていました！800 円で 2 時間
ということだったので小食の私は元が取れるか心配
でしたが
いざ、おいしい料理を見ていたら食欲がでてきて大
好きなお寿司のエビ・イカをこれでもかって位食べ
られてすっごくおいしくて幸せでした！！お寿司以
外にも焼き肉もお惣菜もデザートもたくさん食べら
れたし、それに何より他のメンバーさんも好きなも
のを幸せそうに食べているお顔が見れて私も嬉しか
ったしすっごく楽しい企画でした！また皆で行きた
いってすごく思いました！この機会を与えて下さっ
た方々に感謝感謝です！
もう一度言います、また行きたい♡（笑）！！
※「初めての食べ放題」は 11 月に掲載すべき原稿が漏れて
しましました。書いていただいた方には申し訳なく思って
います。今月号に改めて掲載させていただきました。
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実行委員をがんばった
ユニット
Ｍ・Ｈ
新年会は実行委員で初めてやりましたが出来と思
います。
お昼は牛丼となますと黒豆と、とん汁が出て美味
しかったと思います。
ビンゴではＴさんの後ろで黒板に数字を書きまし
たが大変だったと思います。
閉会の挨拶の時に、私の言葉が少し滑ってしまっ
たと思います。来年度も新年会実行委員をやってみ
たいと思いました。

創和ユニットで実習生を受け入れました
去年 11 月 20 日～12 月 6 日まで創和で実習をさせ
ていただいた東京家政大学の澁谷春菜です。あたた
かい創和のメンバーさんと職員さんのおかげで充実
した実習を送ることができました。本当にありがと
うございました。今後も創和に行かせていただくこ
ともあるので、その際は気軽に話しかけてくれると
嬉しいです(^_^;)！！
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つどい 仲村昌代
新年を迎え、１月より職員として働かせて頂きま
す。メンバーの人達が穏やかに過ごせる様に支援し
て行きたいと思います。不慣れな事も多く、皆さん
にご迷惑をお掛けするかとは、思いますが宜しくご
指導の程お願い致します。

（メンバーからの寄せられた原稿は原文のまま掲載しています。
）

後援会費及び一般寄付のご報告
＊＊ 皆様の温かいご協力に感謝いたします 大切に使用させていただきます ＊＊
平成２９年１０月２６日～平成３０年１月２５日
この間に５名の方と企業からの寄付金・後援会費などで、82,104 円、他に多数の方々から
寄付品等のご協力をいただきました。ご協力いただいた方々のお名前を掲載させていただき
ます。
＊中村定喜、吉田浩、鈴木一郎、大野レイ子、田之脇文子、クリーンプラン柴崎
（順不同、敬称略）
－寄付金を募集しています－
＊＊寄付金など、常時募集していますので、皆様の温かいご援助をお願いします＊＊
後援会・寄付の振込先口座：ゆうちょ銀行 ００１６０－２－５９１７０８
他銀行からの振込：ゆうちょ銀行 ゼロイチキュウ店 当座預金 ０５９１７
寄付金は税金控除の対象になりますので、寄付の際は領収書をご請求してください。
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