
　利用者さんが職員と一緒に、16㎏のもち米を
6臼に分けてつきます。「よいしょ、よいしょ」の
掛け声とつきあがった真っ白なお餅に、間近に
迫ったお正月の訪れを感じ「来年も良い年にな
りますように。」と願います。

12月恒例餅つき大会
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　明星学園では最近日中活動として「アート」

に力を入れている。二人の外部講師の力を借り

て、時にはクラス全体で１つの共同作品を作った

り、学園中からアートの好きなメンバーさんが

集まって、時には夏の川遊びで拾って来た石こ

ろに絵を描いたり、Ｔシャツに絵の具を飛ばし

てオリジナルの服を作ったり、とても充実した

時間を過ごしている。

　夏にはそれまで作った作品を発表する場とし

て「アート夏フェスタ２０１５」というイベントを

行なった。会場の体育館一杯に、墨遊びの力作

やアート作品を展示した。オープニングは講師

の太鼓のリズムに合わせて、メンバーさんがそ

れぞれ自分で作ったＴシャツを着て、絵を描い

たうちわを片手に踊りながら登場！リズムを感

じてノリノリで踊る人、照れくさそうに出てく

る人それぞれだったが、どのメンバーさんも笑

顔が輝いていた。

　その後音楽活動のグループが「この広い野原

いっぱい」を園長のギターの伴奏で歌う。職

員のリードでクラブメンバー以外も

一緒になって歌った。会場全体での

大合唱になり、とても良い雰囲気だっ

た。

　そして雪組菜園で採れた新鮮野菜

で作ったポテトフライとスイカを試

食し、次の「ライブペインティン

グ」に移行する。大きな布の旗を広

げ、そこにそれぞれが色とりどりに

自分の好きな絵を描いていき、とて

も素敵なアートフラッグがその場で完成した。

　言葉ではうまく表現できない障がいを持つ人

達が、だからこそ言葉にならない何かを絵に

よって表現する。自閉症のＫさんは身体が上手

に動かせないから衝動的に筆が動いてしまうの

だが、その力強い描線が見る物を圧倒させる。

Ｈさんが歌うように話しながら無邪気に描く世

界が、私たちを何とも幸せな気持ちにさせる。

彼らが表現する世界は特別な輝きを放っている。

世の中の尺度と違う彼らのアートは、きっとぎ

すぎすした世の中を変える力を持っていると思

う。「アート夏フェスタ」に参加したメンバー

さんも職員も、普段の行事では見せてくれない

ようなステキな笑顔に溢れていた。アートの時

間が現場に入ってきてから、淡々と流れていた

時間が豊かに色付き始めたのがわかる。これこ

そ「アートのチカラ」なのだと実感した。
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　今回紹介するＴさんは４年前に明星学園に入所されました。明星

学園に入所されてからは強い対人関係の緊張・不安などから体が動

いてしまう事が多くありました。１番は心の支えでもあった母との

別れが彼には大きく、職員の退職の際にも「寂しい…」という気持

ちを伝えてくれました。寂しい気持ちに共感しながら安心の材料に

なる構造化の基礎固め・視覚的情報提供などの支援をしながら、彼

の楽しみ・成功体験を増やしながらやってきました。そんな中やは

り彼の中で１番大き

かったのは『家族』

との関係です。お父

さんとは毎月１回の電

話で最近の事を話したり、認めてもらったりしてい

ました。また、彼にとって大きい存在は「お兄さん」

です。職員にも「いいお兄ちゃんだに。優しいお兄

ちゃんだに。」と話をしてくれます。行事への参加、

お母さんのお墓参り・外食等面会をして頂き、彼に

とって寂しい気持ちを和らげてくれる存在であるよ

うに思います。

　学園の生活でも職員との会話・花の水やり・菜園での野

菜作り・料理作り・職員との歌・行事での皆の前での歌の

発表と自信へと繋がり歌の発表ではしっかりとした声が出

せるようになりました。入所した当時は自信がなく不安ば

かりの生活でしたが、「あな

たはあなたらしくしていいん

だよ」と励ましてもらい、家

族・職員とのコミュニケーショ

ンが深まり、ひとつひとつの

自信が今の彼の成長かと思い

ます。これからも名札を自分

の胸に掲げ、自分らしく自信

をもっていろんな思い出を作っ

ていければいいかと思います。
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　ここでみんなと出会い、その中でも印象深く、忘れるこ
とのないエピソードを一つ。

　Eさんは自閉症スペクトラム障がい。幼い時の母との死別がその後のEさんの暮らしに大きな影を落とし
ていました。女性職員の髪をほどく、つねる、足を踏む。利用者への他害、器物破損、所在不明…。『ぼく
は一人ぼっち…』
　Eさんの行動すべてが悪い子を証明するように表面化していました。そんな想いを知った時自分のできる
ことを、Eさんにそうじゃないって思ってもらおうと必死でした。「大丈夫。必ず幸せになれるから！だって

一人ぼっちじゃないよ。」と自己選択、自己決定をしてもらいながら一
緒に「しあわせのかたち」を模索しました。しかし、いつの日かEさ
んの幸せではなく、私が考える幸せへと変わっていました。同時にク
ラス内の大規模な改修と重なり、Eさんの許容量を超えていました。
苦しむEさんの姿を見て「ごめんね…。ペースが速かったね。」と話
し、亡き母への支援を組み立てなおし、見えない母を近くで感じられ
るように仏壇を用意したり、擬似母子体験を積んだり、依存関係を薬

の力を借りながら行いました。結果、心の中にいてくれる母を手に入れ
たEさんは表面化する課題行動は減り、選択する自信や応援してくれる
仲間を得ることができました。今は担当ではなく時々会うEさんが声
をかけてくれると「あの時気づけてよかったな」と思います。「しあ
わせのかたち」を見つける力はそれぞれにあり、それが見えにくく
なっているだけで、そのお手伝いをするのがいいんだと思いました。
「しあわせのかたち」はそれぞれ違い、それを聞きながら叶えていく
ことがこの仕事の魅力だと思います。
　私はＥさんとの関係性や周りの職員との関係性の中で変わる事ができ
ました。この時の自分は一生懸命になるあまりＥさんの課題、環境や自分の課題ばかりに目が行っていまし
た。周りの職員も、自分も、何よりＥさんの力をプラスに考えられなかったと思います。人が変わる時はそ
こに関わる人の存在は大きいと思います。周りの人をプラスの存在にして、それを行動に移すことで、自分
も相手も変わって行けると思います。まだまだ、うまくいかないことの方が多いですが、これからもやれる
ことがあると思ってやって行けたらと思います。新しい自分を発見できるのって楽しいですよ。

あなたのしあわせが私のしあわせ

平成14年8月入社。虹組、雪組勤務を経て平成16
年より月組、雪組、星組の主任補佐、主任を歴任、
平成25年より再び月組主任となり現在に至る。勤
続13年。相談支援専門員。

支援員プロフィール★中澤 福雄
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現しているのは知的障がい・自閉症の方々ではないか

と感じます。生きることにいささかの不自由があり、幸

福になるためには越えなければならないいくつかのハ

ンディキャップがある彼らだからこそそれを強く感じ

ることができるのです。

　なぜなら明星学園において、誕生祝いは無くてはな

らない一大イベントであるからです。うっかり忘れよ

うでもしたらそれは大変です。体も動かない言葉をしゃ

べることができない方ならその怒りを３８℃、３９℃の突

然の発熱という形で表現します。

大小便の失敗などほとんど無い

方が、２回３回と大小便の失敗を

してくれます。職員が忘れたこ

とに怒りが収まらない方の中に

はパニックを起こす方もいます。

しかしその怒りは当たり前なの

です。

　「生まれて来てありがとう」そ

のことに対しては知的障がい・

自閉症の方々には少々の（大き

な？）不安があります。「本当に私は生まれてきて良

かった存在なのだろうか？」そこには全く自信が持て

ない彼らです。そして、その自信の無さを埋めるための

手段が誕生祝いというわけです。

　「生まれて来てありがとう」「生まれてきたことは

ちっとも迷惑なことではないよ」「あなたが生まれてき

たことで私たちが不幸になったわけではないよ」「あな

たと出会えて本当に良かった」…、多くのポジティブ

メッセージが誕生祝いに込められていきます。

　大きなホールケーキを囲んで出勤職員が集まる、ろ

うそくに火が灯され、ハッピーバースデーの大合唱、誕

生日おめでとうの言葉のあと渡される誕生日プレゼン

ト、これが明星学園の誕生祝いの４点セットです。

　温かな穏やかな時間が流れていきます。

　何才くらいになるまで、誕生日って嬉しいって思う

んだろう？ふとそんなことを考える。

　今どきの女の子なら、「２０才を過ぎたら、もうおばさ

ん、誕生日なんかもう来て欲しくない！嬉しくなんか

ないわ！」なんて言うでしょうね。

　「女性に年齢なんか聞くものじゃないわ！」なんて言

われ、「誕生日プレゼント、もうそんなものが楽しみな

年齢じゃないよ…」なんて言われ、誕生日は加齢ととも

に歓迎されなくなるもののようです。

　誕生日って、実はかわいそう

なやつかもしれません。

　それでも誕生日についての楽

しい思い出は、誰にでも心の中

に一つや二つはあるのではない

でしょうか？

　これが欲しいなんて一言も言っ

ていないのにプレゼントの箱を

開けてみたら、その中身が自分

の希望とピッタシカンカンだっ

た時の喜び、片思いだと思って

いた相手から突然届いた大きな包み、誕生日なんても

うとっくに忘れているに違いないと思っていた時に届

く息子、娘からの「今までありがとう、元気で長生きし

てね」のメッセージカード、どこかくすぐったいような

嬉しさが誕生日にはあります。

　その昔、もっと平均寿命が短くて、さらに乳幼児の死

亡率が高率だった時代、誕生日には、お七夜やお宮参

り、初節句や七五三などの行事が示す通り、乳幼児の健

やかな育ちはそれこそ神頼みで「よくもここまで無事

に育ってくれた」の喜びが溢れていたように思います。

　実は、誕生日には、「生まれて来てくれてありがと

う」「よくぞここまで健やかに育ってくれてありがと

う」という、生まれて今ある存在そのものに対する感謝

が含まれているのです。

　そして、それをいま最も純粋な形で残し、あるいは表
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ありがとうございました
・紙と包装材料「株式会社  中村」

様からトイレット

ペーパー１９２０ロール

を寄贈していただき

ました。

・「株式会社　外松」様から社会福

祉協議会を通じ５０種類６５袋のお菓

子を寄贈していただきました。

・「ヤクルト・南信ヤクルト

販売株式会社」様からヤ

クルト５２５本を寄贈して

いただきました。

心より御礼申し上げます。

障害者支援施設

明 星 学 園（生活介護事業）（施設入所支援事業）

第二明星学園（生活介護事業）（施設入所支援事業）
〒３９９-２５６１ 飯田市駄科２２５０

TEL ０２６５-２６-９４５６　FAX ０２６５-２６-９０９４

ホームページ http://www.myojo-gakuen.or.jp

メールアドレス myojo-gakuen-iida@clock.ocn.ne.jp

明星保育園
〒３９５-０８０７ 飯田市鼎切石３９２８

TEL ０２６５-２４-８０２０　FAX ０２６５-２４-８００８
ホームページ http://www.ans.co.jp/n/myoujou/home.html

メールアドレス myoujou-408@juno.ocn.ne.jp

グループホーム

 有 　 明 　 寮  
ゆう みん りょう

〒３９５-００５１ 飯田市高羽町２-５-１　TEL ０２６５-２２-４９７７

 有 　 誠 　 寮  
ゆう せい りょう

〒３９５-０１５１ 飯田市北方２１３９-５　TEL ０２６５-２５-９０３３

北方のぞみハイツ 
〒３９５-０１５１ 飯田市北方６８-７　TEL ０２６５-４８-０８８５

社会福祉法人　明　　星　　会

平成２７年度（８月～１２月）　明星学園・第二明星学園苦情・虐待（人権侵害）に関する通報事案

①苦情

　明星学園：３件　　第二明星学園：３件

　対応）・苦情受付書作成　・苦情内容の検討　・対応を検討（報告書作成）　・提起者に報告

②人権侵害・虐待を疑わせる通報

　明星学園：０件　　第二明星学園：０件

③園内虐待防止、人権侵害等防止に関する取組。

　・虐待防止委員会の設置（啓発、受付、調査、改善策の検討）

　・人材育成委員会よりの定期的課題提供の実施（意識向上、啓発）

　・研修会への職員参加。

　・園内研修会の実施。

　・各クラスで人権擁護、虐待防止に関わる強化週間の設定。

療育研究会
　医療・心理・療育・福祉・エンパ

ワメントなどについて学ぶ自主研

修会です。外部講師を招聘し、質

の高い研修会を目指しています。

地域に開かれた開催にすることに

より、施設間での相互理解と連携

の促進を図っています。

臨床動作法飯田月例会

　動作法、動作法的な係わり、重い

障がいのある方々の主体性につい

て研究、啓蒙を行なっています。明

星学園の利用者さん方、職員、保護

者を中心に地域の方々の参加を得

て運営しています。施設の持ってい

る支援方法の地域への提供という

ほかに職員の臨床動作法の研修の

場でもあります。 恩
温

桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶

詳細は明星学園ホームページをご覧いただくか、直接明星学園にお問い合わせください。

♡♡♡開催しています♡♡♡ ♡♡♡結の街メール♡♡♡


