「あんしん・やりがい・えがお」のために
平成31年4月

Vol.３４

小鷹理事長あいさつ
平成31年度がスタートしました。今年度は学校等をご卒業されて新たに利用が始まり
ました19名を含め192名の利用者の皆さんと一緒にさまざまな取り組みを始めます。
今年度のみちしるべ神戸は4月24日に開催を予定しています就労者のお祝い、事業所の
取り組みを発信するイベント『働く力』の集いの テーマにもなっていますように
「誰でも変わることが出来る」～“ やさしさ”と“工夫”からみえもの ～
といったことをスローガンにかかげ、それぞれの方に応じた支援を行っていきたいと考
えています。
表面上から見えてくることだけで決めつけるのではなく、「誰でも変わることが出来る」
とまず私たち自身が信じて環境や背景にも目を向けご本人の意思を尊重しながら工夫を凝
らし、トライ＆エラーを繰り返しながら粘り強く支援にあたっていくことで利用されてい
る皆さん自身にも変化を実感していただき自己肯定感を高める、働くことで経験を積み
重ねていくことで、まだまだ成長していけるということも感じていただきたいと思ってい
ます。
今年度も私たち職員は、元気いっぱい、やる気に満ち溢れています。私たちの取り組み
を通じて、少しでも安心や幸せを感じていただき笑顔になっていただけるように皆さんと
一緒に考えていきたいと思っていますので、利用されるご本人はもとよりご家族の皆さま
からも様々なご意見やご要望などをお聞かせいただけましたら幸いでございます。
平成31年度の みちしるべ神戸をどうぞよろしくお願い申し上げます。

あなことや、こんなことが
出来るようになれば、多くの
日 時：1月13日 (日) 場 所：明石生涯学習センター
人が“あんしん”して“えがお”
テーマ：「グループホームの自立サービスについて」
になってもらえると思う！
講 師：ＮＰＯ法人こぐまくらぶ 理事長 松本 将八氏・副理事長 溶田 洋子氏
日 時：2月3日 (日) 場 所：神戸市勤労会館
テーマ：「働き続けるために必要な準備とポイント」
講 師：アダストリアゼネラルサポート株式会社 大阪営業支援チーム
アシスタントマネージャー 矢島 雅人氏
日 時：3月3日 (日) 場 所：神戸市勤労会館
テーマ：「高齢化を見据えたグループホームでの生活について」
講 師：社会福祉法人 新緑福祉会
なだ障害者地域生活支援センター 副所長 山本 雅氏
グループホームえみのき サービス管理責任者 主任支援員 三浦 太一氏

☆ワークプロジェクト
まや、みかげ、中央青果、かすがの
日時
平成31年4月24日(水)
場所
兵庫県看護協会
ハーモニーホール
時間
9：30～11：30

☆ワークプロジェクトにし
日時
平成31年5月15日(水)
場所
明石市民ホール らぽす
時間
10：00～11：30
・就労者のお祝い、事業所の取り組みを発信するイベントです。

☆全体みちレク
（１月２４日開催）
みちしるべ神戸の利用者の方と登録会員の方が一緒
に参加して楽しめるレクリエーション（全体みち
レク）を開催しました。
フットサル（18名）

皆さまのご来場を
心よりお待ちしています。

☆スポーツ大会
○ひっぱリーグ（3月17日開催）
ひっぱリーグにみちしるべ神戸からは

35名6チームで出場しました。

神戸どうぶつ王国（38名）

ワールドビュッフェ野口店↓

☆H31年度の予定

・卓球
4月14日（日） 王子スポーツセンター
・フライングディスク
↑ワールドビュッフェグランド六甲店
5月12日（日） 王子タジアム
音楽鑑賞（32
・水泳 この10年、みちしるべ神戸は
名）
今回は合わせて145名の方に
こんな法人になっていたい！
５月19日（日）
市民福祉スポーツセンター
ご参加いただきました。
・陸上競技
平成31年度もお楽しみに♪
５月26日（日） ユニバー記念競技場
バイキング
（57名）

「わくわく旅行」

新幹線に乗って
行ったよ

ディズ二ーリゾート

2月16日（土）～2月17日（日）

おいし～

長崎ハウステンボス

あなことや、こんなことが
出来るようになれば、多くの
人が“あんしん”して“えがお”
になってもらえると思う！

3月9日（土）～3月10日（日）

京都

3月16日（土）

京都太秦映画村で、
時代劇の世界に飛
び込んだ後は京都
鉄道博物館と、京
都水族館に分かれ
それぞれの楽しみ
今年のディズニーリゾートは35周年 長崎のソウルフードといえば、
方で満喫しました。
のお祝いムードの中、限定グッズも チャンポン麺や皿うどん♪
水族館では10万
たくさん買いました。乗りたかった 野菜が盛り沢山でおいしかったです。 匹に1匹と言われ
絶叫マシーンにも乗って大満足な
長崎ハウステンスでは、色とりどりの ている幻の“白ナ
一日でした。
チューリップが咲いていて一足早い春 マコ”を見てきま
を感じました。
した！

を感じました。

した！

「働く力」みちしるべ 今回の「働く力」みちしるべは、みちしるべ神戸でさまざまな経験をして、できることが増えたり、
「働く力」みちしるべ自信がついたりするなど変化したことで就労に結びついた2名の方のご紹介をしたいと思います。
柴山拓海さん 株式会社F・O・インターナショナルで子供服などの不良品の仕分け作業やパソコンでのデータ入力
などを担当しています。今は週5日6時間の勤務をしています。
今回はワークプロジェクトみかげでの取り組みで変わったこと、就職してから変わったこと等につい
てインタビューしました。

ワークプロジェクトみかげ（就労移行支援サービス）の取り組みで変わったこと

〇長時間立って作業をする体力がありませんでした。

〇自分にどんな仕事が向いているのか分からなかった。

職員と相談をして休憩をしながら作業をすることで徐々に1日立って作業
をする体力がついてきました。
足腰も痛くなることもありましたが、体重のかけ方や作業姿勢を工夫する
ことで乗り越えることができました。
いろいろな職種での実習を経験することで、自分に「何ができるか」「何
ができないか」が少しずつ分かりました。また、できたことで自信がつき
ました。

就職してから変わったこと
〇仕事ですることを忘れたり、ミスをすることがありました。

仕事中にメモをとることがあまりありませんでしたが、会社の人やジョ
ブコーチのアドバイスがあり、メモをとるようになりました。メモを取るこ
とで忘れることやミスが少なくなりました。

これからの意気込み
今より少しずつ、就業時間をのばして７時間以上働きたいと思います。思い込みで作業を進めず
メモを見てミスをしないことを心がけてやっていきたいと思います。

松井有里さん

支援学校からワークプロジェクトまやを利用。様々な取り組みを経てビル総合メンテナンス作業を
行っている株式会社三木美研舎に就職。現在は官公庁内の清掃作業を担当して行っています。
今回はワークプロジェクトまやでの取り組みや就職してからできるようになったこと等について
聞いてみました。

ワークプロジェクトまや(就労移行支援事業)での取り組み

〇人に話をすることや報告することに関して苦手意識がありました

〇面接練習を繰り返し行ったことで・・・

就職してから変わったこと
○最初は作業にかかる時間配分がわかりにくかった

これからの意気込み

みちしるべ神戸が主催する就労者のお祝い会・・・
この10年、みちしるべ神戸は
「働く力」の集いの舞台に立って発表することを
こんな法人になっていたい！
目標に周囲の職員に励ましの言葉をかけてもらい
ながら、練習した結果。大勢の人の前で話をする
ことで自信を持つことができました。
神戸・明石地区障害者合同面接会に参加。
結果、株式会社三木美研舎に就職することが
あなことや、こんなことが
できました。

出来るようになれば、多くの
人が“あんしん”して“えがお”
毎日仕事をしていく中で作業によって時間配分がわかるように
になってもらえると思う！
なってきました。今では仕事のやり方を聞かずにできるように
なりました。

もっと時間配分を意識して、仕事ができるようになりたいです！！

今回紹介させていただいたお二人は4月24日(水)に行われる「働く力の集い」の中で、お祝いされる
ことになっています。これからも継続して働きつづけられるようにがんばってくださいね。

就労移行支援・就労継続支援B型事業所 今春の取り組み
ワークプロジェクトにし
・昨年度に引き続き、作業や
講習会だけでなく“ホっと”
出来る交流会も行なっていきます。
・ルール・マナーや就労に向けた
講習会などを定期的に行います。
・４月には、新しく利用が始まった
方の歓迎会を予定しています♪

・５月には、『働く力』の集い
（西方面版）開催いたします。
お楽しみに(^^♪

ワークプロジェクトみかげ
・4月より新たに利用が始まる方向
けに安心して利用していただく
ために、事業所のルール、取り組
み内容などオリエンテーション
にて説明します。
・「就労意欲が高まるような講習会」
「自立に向けての講習会」等々
講習会も充実させていきます。

・レクリエーションも予定
しています。お楽しみに！

ワークプロジェクトかすがの

ワークプロジェクトまや
・個々に応じてルール・マナー、
コミュニケーションの取り方等
を中心に講習会を実施し、でき
ることを増やしていきたいと思
います。
・レクリエーションでは
4月27日〈土〉しあわせの村
でバーベキューを行いおいしい
ものをたくさん食べて楽しみます。
・5名の新しい仲間を迎え、みんなで
力を合わせて良い事業所にしていき
たいと思います。

ワークプロジェクト中央青果
・４月からカット野菜の加工が
新しく始まります！
・５チームに分かれて
責任感＆ペースがアップ
そして、作業工賃 ＵＰ！
を目指します！！
・皆さんに楽しんでもらえる みちレクを企画！
まずは、新スタッフ歓迎会！
そして、今年も保護者の皆さまと
一緒に楽しむ みちレクも企画中！

しごとサポート東部
あなことや、こんなことが

みちしるべ神戸では神戸市から委託を受け、
出来るようになれば、多くの
東部地域にお住まいの障害のある方の
人が“あんしん”して“えがお”
就労相談窓口を設置しています。
になってもらえると思う！
【作業】
新しい作業も受ける事になり
何事にも挑戦することで
自信に繋げてもらいたいです。
【遊び】
スタッフの方々の
希望に沿ったみちレクを
企画していきます！

春は、新しい門出の季節ですね・・

大切なのは「元気に働き続ける」こと
相談者の皆さんが、ずっと
安心して仕事ができる
ように就職した後も、
会社訪問等のサポートに
力を入れていきます！

一緒にがんばりましょう。

