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明日は我が身
施設長 松島栄一
最近、改めて自戒の言葉として意識をしている言葉である。今更ということでもあるのだが、
福祉の仕事に携わって行く上でとても大切な感覚だと思うようになっている。事実障害者福祉の
仕事に就いている我が身にも障害を持つ子どもが生まれたし、甥っ子も柔道の試合中に半身不随
になってしまった。そうなってよりリアルに日本の現状というものが見えてくるのである。
「明日は我が身」という感覚は、障害者福祉のことだけでなく、地震・大雨等の災害もまさに
こういう感覚を大切にした対処が大切だし、いじめ、失業等々あらゆるリスクすべてに当てはま
ることだと改めて思うわけである。明日いじめられるかも知れない、明日地震が起きるかもしれ
ないという感覚で政策や、関係が成り立っていくことが理想なのだろうと思う。自分自身いつ障
害者になるかわかりません。
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インフルエンザ予防接種
予防接種について
インフルエンザ
予防接種
について
１１月 9 日㈬に「けやき」でインフルエンザ予防接種を行います。
詳細は追ってお便りを配布します。ご希望の方は是非、御利用ください。

9 月・10 月の予定
9 月 18 日㈫；～健康
㈫；～健康チェック
健康チェック週間
チェック週間
9 月 19 日㈬；外出日
㈬；外出日
10 月 3 日㈬；ビーバー
㈬；ビーバー号
ビーバー号（歯科検診）
歯科検診）
10 月 5 日㈮～6
㈮～6 日㈯；けやき
㈯；けやき祭
けやき祭

今年度の
今年度の年間予定で
年間予定でいくつか日程
いくつか日程の
日程の変更があります
変更があります。
があります。
①
②
③
④

けやき祭
けやき祭の日程が
日程が 10 月 5 日㈮～6 日㈯に決定しました
決定しました。
しました。
けやき祭振
けやき祭振り
祭振り替え休日予定日の
休日予定日の 9 日㈫は通常通り
通常通り営業します
営業します。
します。
冬季休業は
冬季休業は 12 月 28 日㈮～1 月６日㈰となりました。
となりました。
職員研修が
職員研修が 11 月 30 日㈮～12 月 1 日㈯となりました。
となりました。
以上、
以上、ご確認くださいますようお
確認くださいますようお願
くださいますようお願いいたします。
いいたします。
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～「けやき」ミニ･ギャラリー①～
＜ユニモへ
ユニモへ外出に
外出に…＞

まずはﾌｰﾄﾞコートでランチ♡

「これ、かぶりたい！」

鉄板が熱い！でも、待てない!!

「どう？いい感じ？ガハハ!!」

「このアイマスクどう？（笑）」

お願い「
「けやき」
けやき」の活動の
活動の様子の
様子の画像を
画像を今年度も
今年度も「木洩れ
木洩れ日」や「生き活き展用のポ
スター」
スター」「けやきホームページ
けやきホームページ」
ホームページ」などに掲載
などに掲載したいと
掲載したいと思
したいと思います。
います。掲載を
掲載を希望しない
希望しない利用
しない利用
者・保護者の
（担当
保護者の方は、お手数ですが
手数ですが「
ですが「けやき
けやき」
（担当；
担当；西）までご連絡下
までご連絡下さい
連絡下さい。
さい。

「けやき茶屋 2012」
～伝われ！けやきスタイル！～

日時；10 月 5 日（金）・６日（土）
Open;10：15 ～ Close:13：00
Place;けやき「光」中庭（槇の木学園敷地内）
（雨天時；槇の木学園体育館）
※詳細は
詳細は、別紙「
別紙「案内状」
案内状」をご覧下
をご覧下さい
覧下さい！
さい！
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「けやきの今
・3
けやきの今」

2007 年に始まった生活介護事業「けやき」は 6 年目。定員 10 名の
小さな事業です。小回りが利く分、5 年間のうちにいろんな事情が積み重

なって、それを工夫して乗り越えていくうちに、職員自身も「なんでこうなっているの？」と思ったりす
るほど、複雑なカラクリになっていることも出てきました（苦笑）
。もちろん、元をただせば、そこにちゃ
んと理由や経過があるのですが…。そこで、｢けやきの今｣を、紙面上で時々掲載して、
「けやき」の状況を
お伝えしながら整理していこうと思います。できるだけシンプルに整理して「けやきの今」が伝われば…
と考えています。よろしかったらお付き合い下さい。

活動時間の
活動時間の短さ～日々の職員の
職員の「ふりかえり
ふりかえり」
えり」との兼
との兼ね合い～
けやきの活動時間は 10 時から 15 時の 5 時間です。
「成人として」という見方でいけば、
一般企業正社員の勤務時間が 8 時間ですから、ずいぶんと短い時間です。実際に保護者の方
のなかには「時間を延長できるようにして欲しい」というニーズをお持ちの方がいることも
知っております。
活動時間の前後は「送迎」の時間が「朝」と「帰り」それぞれ 1 時間ほど入ります。送迎
は現場の正職員が公用車 2 台を皆で送迎利用をなんとかシェアしてもらう形で毎日行なっ
ています。職員側の事情からすると、送迎時間の間も含め勤務時間で、活動時間＋送迎時間
で 7 時間ほど。送迎に出ない職員は、その間、2 つの拠点の準備や片付け、掃除などを行な
っています。
けやきの活動で大事にしていることのひとつに、
「その日その日の仲間の様子に合わせて、
一日の活動を営んでいく」ということがあります。言い方によっては「出たとこ勝負！」と
いうことでもありますが、実際に「出たとこ勝負！」で行き当たりばったりのようになって
しまうと、「けやき」という場は沈滞してしまうでしょう。それこそ私たちが目指す「その
日その日の仲間の様子に合わせて一日の活動を営む」ことは出来ず、得てして画一的な活動
を繰り返す場になり兼ねません。そこで、けやき職員同志がここの仲間に対して日々共通理
解をもって、出来るだけ必要な配慮や方法を積み上げていくために、毎夕、その日の活動や
一人ひとりの仲間の様子などについて「ふりかえり」を行なっています。
（実際にはこの「ふ
りかえり」にも様々な課題はあったりするのですが、この日々の「ふりかえり」については
機会をあらためてお伝えすることといたします。）この「ふりかえり」は「けやき」の質を
維持していくためのとても大切な柱となっています。
しかし、送迎に出る正職員が 2 名。その間、けやきに残る正職員 2 名で「ふりかえり」を
しても、正直、「出たとこ勝負！」のための「共通理解」には至らない。まして、勤務時間
上「ふりかえり」にでられない非常勤職員もいる中ではさらに厳しい状況です。
そのため、この「ふりかえり」を帰りの送迎が終了した後に行なうのですが、こうすると、
もう「ふりかえり」を終え、日々の記録作業を終えると…。今のところ「活動時間 10 時～
15 時」という枠からなかなか広げられないのが現状です。
もっとも、現在の「けやき」の様々な条件や状況が変わったときに、ひょっとして埋めら
れるかもしれない活動時間延長実現への方法を見逃さないように、今後も時間延長のニーズ
があることも十分に意識し続けていきます。

（西）
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～「けやき」ミニ･ギャラリー②～
＜９/５健康診断～外房こどもクリニックにて～＞
昨年度から始まった「けやき」の健康診断。外房こどもクリニックのご協力で、血液検査、血圧、
レントゲン、問診などを今年もやりました。

健康診断始まる直前…緊張？!!

「次は採血ですよ～！」

お医者さんに何相談しよう？

あっちでレントゲン！ こっちで採血！

編集後記▼「けやき祭」が近付いてきました。それだけでも十分忙しいのに、この時期は例年あれ
これ仕事が重なり、無能な私は今年もついつい「忙しい」と言ってしまう日々です。▼先週の日曜
日、空に浮かぶ雲をぼんやり眺めることがありました。意外なほど雲はしっかりと動き、形を変え
ていくのでした。ふと足元をみると、風にそよぐ雑草があり、その下を何やらアリやら何やら虫が
動いています。じっと眺めていると、あっちにもこっちにも「いるいる！」▼皆、生きています。
虫も私も大したことは出来ません。毎日、あーでもない、こーでもない、と悩みながら、でも一日
一日を生きています。世界中の人に評価されるようなスゴイ生き方なんかと程遠い毎日をせっせと
生きています。▼けやきも同じです。今日も「誰かが大声を出した」
「誰かが今日は困っている」
「こ
の仲間はこんないい表情をした」
「今日のご飯は美味しい！」…そんな日々を繰り返していきます。
▼その繰り返しの中にある行事が「けやき祭」
。日々のけやきの様子が透けて見える機会です。けや
きの「格好悪さ」や「ちょっと笑顔になれるところ」
、「けやきで大事にしていること」
、「なかなか
越えられない壁」などなど、しっかりと感じていただけることと思います。是非、
「けやき祭」にお
越しいただき、等身大の歩みを続ける「けやき」との「つながり」をお持ち下さい。心よりお待ち
しています。▼その「けやき祭」は 10 月 5 日㈮と 6 日㈯の 2 日間です！
（子どもの頃は雲を眺めていると自分が空に浮かんでいるような錯覚に陥って怖かった西）
4

