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介護タクシー拠点の役割を担います 

現在の事務所は、駐車塲がなく、事務所から駐車場までの移動のあと、送迎に向っ 

ていました。当社の介護タクシーは大・中・小の各種類があり、計４台のリアリフト車 

両で、その他白ナンバーのリフト車が２台あり、合計６台の車両が事務所に敷地内 

にあれば、顧客のニーズにすぐに対応できます。更には今まで以上に乗務員の休 

憩所も必要になり、１階部は「福祉輸送事業部」の拠点となります。そうすること 

により、伏見区内を中心とした移動弱者の方々のみならず、望まれる市内一円地 

区のご利用者さんの足としての機能を果たしてゆく目的があります。新事務所前 

面にかかげる当社看板には、まさにそういう思いがあります。 

福祉サービス事業者として 益々その役割が高まりつつあります 

２階部は「居宅支援事業部」の事務所を予定しています。現在の事務所は、半分 

が居宅・半分が移送スペースであり、２００５年４月に現在地に越して早や５年が経 

過しました。厳しい労働環境のもとではそれほど社員数が増えてはいないもの 

の、備品なども含めるとやはり手狭感は否めず、総合的に検討してまいりました。 

今後伏見本部は、ここを拠点に伏見区内の利用者さん宅に向うことになります。 

この建物はエレベーターを設置することが出来ず、車椅子の方は階段昇降機に 

乗り移っていただく不便さが発生することはお許しください。相談室などは、１階 

に設置する予定です。最近とみに増えつつある各支援センターなどの要望にも、 

少しでもお答えしていくことも、私たちの使命であります。ただ多くの従来より 

のご利用者さんからも、さらに充実していただきたいとの声も頂戴しています。 

私たちにはこの両方のご希望を叶える社会的責任があることを十分認識して 

います。今後とも暖かく見守って頂きますよう お願い申しあげます。 

事務所が変わります ～ そして私たちの長年の思いもちょこっとだけ！～ 

この通信が皆さんのお手元に届くころに、事務所を移転します。 

その目的は幾つかありますが･･･ 

「㈲ビーオブエス」と「LLP ゆうりんの家」のどちらにも利点のある融 

合を図る目的があります。 

ひとつには、私たちの設立意図とも絡む、“夢の実現”の第一歩を踏 

み出そうとしたこと。 ふたつ目は、介護タクシーの拠点を作りたい 

との以前からの思いの実現です。当然手狭になってきた事務所スペ 

ースの拡大も大きな要素のひとつです。 そこでこれらについて、も 

う少しご案内します。 

住 所：京都市伏見区竹田中島町 93 番地１ 

電 話 番 号：075-641-1661（居宅支援） ／ 075-641-1686（介護タクシー） 

075-643-3239(ゆうりんの家) 

移 転 日：２月１０日頃～２月２０日（完全移転日） 

建物内説明：居宅支援事業部・福祉輸送事業部各事務所、相談室、休憩室、倉庫 

ゆうりんの家（体験ルーム、自立ホーム、作業スペース） 

出入口１番 

出入口２番 

コーナン 

マ
ツ

モ
ト

 

新事務所



障害者とのかかわりのなかで ― その１８ ― 

北 海道で のリハ ビリ 

理学療法士 松下 貴裕 

リハビリを取り巻く環境 

現在、リハビリは転換期にいると感じています。入院期間の短縮、ＤＰＣ、回復期リハビリテーション 
に在宅復帰率導入、地域連携パスの導入など、非常に短期間で入院から在宅へ戻るケースが増え 
ています。 
元々、病院が主な活躍の場であったリハビリは、現在多岐にわたり、外来・入院（急性・回復・慢 

性）・老人保健施設・通所・訪問と、医療以外にも介護分野での進出も多くなってきています。 
期間を区切られた事によるリハビリの打ち切り、介護保険への流れなど様々なリハビリを取り 

巻く環境が変化している影響もあり、次の診療報酬改定が、今後のリハビリの流れを作って行くも 
のと感じています。 
それぞれのリハビリ場面で問題点は、異なります。病院・施設・在宅では、それぞれの考え方、目指すものが違います。 
今回は、北海道での特徴ということで、一番冬を意識した考え方をする、訪問リハビリで感じた事を伝えたいと思 

います。 

北海道の特徴 

北海道での、一番の特徴は冬の雪です。雪は高齢者の方には特に重荷となり、雪かき時や歩行時の転倒、部屋の 
気温差による脳卒中、部屋への閉じこもりによる能力の低下、ストーブに触ってしまい火傷等、様々な問題が発生し 
ています。 

現在、私が担当している訪問リハビリの利用者さんの、疾患は様々で、脳卒中後、大腿骨頸部・腰椎圧迫骨折後、 
パーキンソン、寝たきりの方等が利用されています。 
基本的には、通院が困難な方が、訪問リハビリの適応となりますので、どんなに身体能力が高くても、屋内歩行、 

杖自立までの方になります。 
それぞれの疾患で考えることが違い、一概には言えせんが、冬に注意していることは、上記でも述べた通りです。 
対抗策として具体的には、閉じこもりになりそうな方は、訪問看護やヘルパーさんにもリハビリを行ってもらい運 

動量を増やす。 
気温差による脳卒中の予防には、特にトイレまでの廊下と、トイレ内が、頑張り過ぎて血圧が高くなる場面が多く、 

移動動作・立ち上がり時の努力性動作軽減を目指し、手すりなしで動作上行えていても、手すりを設置する事もあり 
ます。また、トイレ内の温度も気をつけてもらっています。 
玄関先での転倒は、玄関で車椅子に座れる方は座ってもらいますし、構造上、玄関先を出ないと車椅子に乗れな 

い方は、玄関先に手すりを設置するのと、玄関先の階段に簡易式のロードヒーティングを置いたりして転倒の予防に 
努めています。 

今後のリハビリ展望 

社会保障費削減による、入院日数の短縮、早期在宅復帰の流れは、小泉政権から加速し、鳩山政権でやや停滞 
しています。この流れが正しいのか議論は尽きないところですが、長期的に見て、今後も短縮の流れは進み、リハビ 
リの主な活躍の場は、在宅分野に移行して行くものと考えられます。 
まだまだ、病院の目線でしかみられないリハビリ技師は多く、在宅での生活を想像できる能力が、早急に必要とさ 

れる時代がすぐそこまで来ていると感じます。 
自分も、まだまだ未熟な点が多く、多くの方に助けられながら、勉強させて頂いています。少しでも、障害者や高 

齢者の方により良い QOL(Quality of Life ：人の生活の質)を提供できるように日々精進していきたいと思っています。 

私たちの仕事は、基本的には地元の比較的近い範囲が中心となります。 ヘルパーが事務所から在宅障害者の所に 
行くには、必然的にそうなってしまいます。 ただ障害者雇用問題やこの事業分野の全般・ヘルパーどおしでは、企業 
及び個人的にも北海道から九州沖縄まで、多くの仲間や事業者とも繋がっています。 昨春 北海道の福祉分野で活 
躍されている介護福祉士の松下恵美子さんが、ある方々と京都にヘルパーとして同行されたとき、当社もある面でお 
手伝いさせていただきました。 そこで今回は ぜひ北海道の事情なども教えて欲しいと、いつもどおりのしつこさで、 
お願いしていました。 彼女は、現在 学校法人・平野学園の専任講師として、広い道内をヘルパー１級・２級の講座 
のご指導、またトラベルヘルパーとしてもあちらこちらを飛び回って、たいそうお忙しい方のようですが・・・・・ 
「私バタバタしているので、PT の息子に書かせても良い？」 「勿論 OK ですよ」 と今回の企画となりました。 リハビリ 
は記載のとおり、医療機関から介護機関にもその重要性が増している事実があります。 いろんな事柄が、日々形態 
を変えていく可能性があります。 今年度は、私たちの企業と、繋がりのある国内の幅広い地域からも ・ また制度の 
狭間で悩んでおられる方々の声も ・ そして様々に揺れる現場毎のご意見等も、ぜひ取り上げて、ともに考えてゆけ 
るコラムでありたいと切望しています。 今年も変わらぬご支援を頂戴できればと思います。 お母さんそっくりの「ご子 
息の思いもお読み下さい」 ･････このお写真を眺めていると、自ずと松下恵美子さんが浮かんできます。 （塩谷）



介 護 

ちょこっとバリアフリー情報 ～最新！京都市内の鉄道のバリアフリー状況～ 

鉄道各社各駅のバリアフリー化は進んでいるものの、依然としてエレベーターなどの設備がなく、車椅子障害者 
にとって利用が困難な駅も存在します。京都市では、平成 18 年 12 月に施行された「バリアフリー新法」の内容 
を踏まえ、市内各重要地区においてバリアフリー化を推進する施策を実施し、下表の各駅においてバリアフリー 
化工事が行われていますが、今後も利用困難な駅においてのバリアフリー化が早急に望まれます。 

バリアフリー新法って何？ 
「交通バリアフリー法」と「ハートビル 
法」という二つの法律が、平成 18 年 12 
月 20 日に一つにまとまり「高齢者・障害 
者等の移動等の円滑化の促進に関する法 
律」としてスタートしました。全ての人 
がより安全・快適に外出できるようにと 
の内容の法律です。 

バリアフリー化工事中の駅 

鉄道 駅名 内 容 進捗状況 

近鉄 伏見 エレベーター、多機能トイレ設置等 ３月末完了 

清水五条 エレベーター設置、トイレ改良等 ３月末完了 

東福寺 エレベーター、多機能トイレ設置等 事前工事着手 京阪 

藤森 エレベーター、多機能トイレ設置等 ３月末完了 

ＪＲ 東福寺 エレベーター設置、トイレ改良等 未着工 
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第１回 「福祉処 さくら」 篇 

今年に入って ある利用者の奥さんがしみじみ語っておられました。 「主人は半年あまり前からヘルパーさ 

んに支えていただき在宅で生活してきて これからもずっとと思っていた矢先 戻れないかもというほど 

の重症で今も入院生活をしています。 “さくら”さんや“ビーオブエス”さんの献身的な介護に支えられ、主人 

は幸せ者です」と云われました。 その“さくら”さんてどんな事業所？ 

今後こんな目線で他事業所の目指すケアなどについて お聴きしたことなどを 客観的に 正確に事業所の本質など 

をお伝えできれば良いなぁと、新しく企画しました。 毎回はちょっとしんどいので ２～３回に１回程度で掲載していき 

ます。乞う ご期待！！ 

・献身的な介護をされた基本的なコンセプトを聞いたところ、「①利用者さ 

んの声を聴くことを大切にし、暮らしやすさを共に考えています ②障害のあ 

る人が地域で暮らしていくのに、必要とする介護、生活支援を必要なときに 

必要な形で提供したい」 ･････と。 

・ “さくら”のホームページにも、同様の文字が並び、文面にもそういう 

気持ちがほのぼのと表れています。「どんな状況にあっても生きていくのは 

大変だから、お互いに支え合っていきたい」との設立時の思いがよく伝わ 

ります。 

・ただ、どこの事業所もヘルパー不足は深刻だが、それには 「ある様な 無い様な？」 

「仕事のありなし、その内容時間帯等で問題になるし、ならない場合も・・・」 これはヘル 

パー事務所の宿命と捉えておられるのだろうが、当社よりは状況はましなのかな？ 

・でもシフト作りはやはり大変そう！ 「人がいれば仕事なく、仕事があれば人はなし。 

得手、不得手、利用者宅までの距離と時間、バイクに乗れるか 乗れないかにも注意を 

払い、当然年齢も合うかどうかなど考えていたら もう・・・・・・・」 これらの思いはどの事 

務所でも全く同じ。当社も同じですが、「機械的に作れたら公平でいいんだけど、この 

業界では絶対に望めないこと。 四苦八苦の作成ですよ！！」 

・「利用者さんもいろいろおられ、今日はＯＫでも明日はＮＯもありますし、毎回なじられるこ 

とも・・・そんなことも含めて、このお仕事ですからね。」 
これらは、すべてビーオブエスの話かって思ってしまいますね。さくらさんから、「お互いに情報を提供 

できれば、少しは解決策を見出せるかも・・・ 同じ仕事をする仲間として協力し合えれば嬉しいでね」 と云われ 

ました。私たちもぜひそういう機会に、恵まれたいものだと思います。 

最後に“今後の方向は？”との質問には、「まずは事 

務所の移転 ： 明るくて今より広くて、誰もが遊びに来た 

くなるような場所作りですかね！」 「誰にでも来ていた 

だけるような･････」 を何度も強調された。 広めの事 

務所移転には、 私たちのほうが先・今月移転します・ 

当社も来る者拒まず の事務所なんですよ。 お話して 

いたら、当社と考え方が非常に似ている事務所なの 

です。ありがとうございました。 （取材：塩谷） 

会社の概要 
・法 人 名：有限会社レトイチ 
・事業所名称：福祉処さくら 
・所 在 地：〒6150055 

京都市右京区西院西田町 1 第 2 洛西マンション 106 
TEL0753233963 / FAX0753233960 

・従 業 者 数：35 名（非常勤ヘルパー含む） 
・事 業 内 容：居宅介護、重度訪問介護、行動援護、移動支援 

福祉処さくらの 
ホームページより 

http://www.sakura-retoichi.com/



ＭＩＺＵＴＡＮＩのＲｏｎｔｅｎ ― パート２０ ― “障害者定義の見直しについて考えました” 

私のコーナーも今回で２０回目を迎えました。１年に６回発行なので、もう丸３年以上綴ってきていることにな 

るんですね。よう書いてきたなぁ～と勝手にひとり感心しています。でも、ただ書き綴っている訳にはいかず、 

周囲から（？）のステップアップを求める声もあり、Mizutani の Mesen から Shiten へと（内容はあまり変わっ 

てないかもしれないけど…）変遷してきました。そして 20 回目の節目となる今号より、Mizutani の Ronten（論 

点）としてリニューアルし、一つのテーマについてじっくり掘り探っていこうと思います。 

障害者って何？ 

「障害者」って何をもって障害者なのでしょうか？ いわゆる健常者と障害者は何をもって区別されるのでしょ 

うか？ そんな疑問を持たれたことはありませんか？ 一番の違いは障害者手帳を持っているか・いないかでは 

あるのですが、例えば街中で障害者の人を見掛けたとき、一般的には車椅子に乗っていたり、目が見えなかった 

りと、外見上での違いを客観的に感じて判断をされる場合が多いと思います。 

いわゆる障害者の定義は法律にしっかりと明記されています。 「障害者基本法」によると『身体障害、知的障害又 

は精神障害があるため、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者をいう』と定められています。 

さて、１月１１日のネットのニュース記事で【障害者：政府が定義見直し「社会の制約」考慮】というタイトル 

が目に入りました。以下がその記事の内容です。 

定義見直しの意義とは？ 

今回の定義見直しは、障害は本人の問題ではなく、これまでの社会環境に問題がある。障害のある人が悪いので 

はなくて、その人が持つ能力を発揮できない社会環境が悪いということでしょうか。例えば「障害者が日常生活 

を送るうえで不便に感じるのは何で？」という問いに対して、「そりゃあ身体に障害があるから」ではなく「社会 

環境などに不備があるから」と考えるということ。そう捉えての定義の見直しならば画期的なことだと思います。 

これまでは心身の機能などに注目し医学的な視点から障害者の認定が行われてきました。昨年の政権交代で廃止 

が表明された障害者自立支援法は、「財政難の現状において、障害者であっても社会の一員であり、福祉制度の持 

続の為に１割負担やむなし」という、まさに障害があるのは個人の問題と位置づけての法律でした。しかし、障 

害者を「社会参加に支援やサービスが必要な人」という考えを基本にして定義しなおすということで、本当に支 

援を必要としている人たちに障害者施策が行き届くことにもなります。また新しい考えで社会参加を促す方向が 

示されたことにもなります。暮らし・ケア・就労などへの、これまでとは違ったきめの細かい障害者施策が実現 

することに期待が高まっています。 

今後の推移を注意深く見守る必要も 

しかし、その反面、例えばの話しですが定義が変わり障害者の人数が増えた場合、これまで以上の予算が果たし 

て確保されるのか？など、福祉サービスはもちろんのこと様々なケースで大きな影響が出る可能性もあるとの危 

惧する声もあります。障害者の定義だけが変わっても何の意味もありませんもんね。障害者自立支援法に変わる 

新法も、新たな定義に即してこそ意味あるものになるのではないでしょうか。昨年９月に民主党を中心とした政 

権に変わってから、障害者自立支援法を廃止し応能負担を基本とした新法の創設、そして障害者の定義の見直し 

も表明し、障害者施策も大きな変革のときを迎えようとしています。しかし、どのように変わるのかは未だに何 

ら示されてない不透明な状況でもあります。今後の推移を注意深く見守る必要があるのではないでしょうか。 

最近は更新が滞り気味ですが…私のブログにもアクセスしてください！ 【Mizutani の雑記帳】http://tk4m.blog44.fc2.com/ 

政府は、身体障害など「障害者」の定義について、抜本的な見直しに乗り出す。従来は個人の問題として心身の機 
能に注目する「医学モデル」だったが、社会参加を難しくしている社会の側の問題を重視し、必要な支援を把握す 
る「社会モデル」への転換が狙い。「障がい者制度改革推進本部」（本部長・鳩山由紀夫首相）内に設置され、１２ 
日に初会合を開く「推進会議」で議論に入る。 

障害者については、障害者基本法で「身体障害、知的障害、精神障害があるため、日常生活または社会生活に制 
限を受ける者」と定める。さらに、身体障害者福祉法など障害ごとに福祉法令があり、それに基づき障害者自立支 
援法や障害者雇用促進法などが運用されてきた。例えば身体障害では、視覚や聴覚、肢体のほか、腎臓や心臓の障 
害、ＨＩＶは対象だが、他の多くの内臓や免疫系などの障害は対象外だ。 

しかし、対象外の人でも社会参加が難しい例は少なくない。見直しでは、障害者は「社会参加に支援やサービス 
が必要な人」との考え方を基に、一人一人の経済状況や住環境などを踏まえて障害者として認定する定義のあり方 
を検討する。 

政府が０７年に署名した国連障害者権利条約は障害者について、「障害のある人であって、さまざまな障壁との相 
互作用で、平等に完全に参加するのを妨げられる」状態などととらえる。日本は条約を批准していないが、鳩山首 
相は昨年１２月の改革推進本部設置の際、批准へ向け法整備を急ぐよう指示した。 

見直しは、障害福祉だけでなく雇用や教育など国内法全体に影響する。「推進会議」メンバーで車椅子を使う尾上 
浩二・ＤＰＩ日本会議事務局長は「障害を個人の問題でなく、移動や就労など参加を難しくしている社会の制約の 
面からみる。参加に必要な支援を促すもので、大きな転換となる」と指摘している。－１月１１日付 毎日.jp より－



ＮＨＫ大河ドラマ「龍馬伝」皆さんご覧になっていますか？坂本龍馬にとって京は江戸と並ぶ生 
涯の地。幕末の歴史に触れたくて・坂本龍馬に会いたくて訪れる人も増えそうですが、そんな龍 
馬ゆかりの地などを紹介文とともに取り上げてみたいと思います。 当社の介護タクシーで巡る 
「知られざる龍馬像」なんて魅力たっぷり･････かな！ 企画：福祉輸送事業部 湯浅・水谷 

三条通商店街の近くにある「武信稲荷神社」には、龍馬と妻おりょうに関する逸話があります。当時、 
神社の近くにあった牢獄におりょうの父が捕らえられていました。おりょうは父を心配し、龍馬と二 
人で何度か牢獄へ訪れます。しかし、当時は女性の面会が認められず、また龍馬自身も幕府より狙 
われる身であり、面会がかなうことはありませんでした。その為、神社にあった榎の上から牢獄の様 
子を探ったといわれています。その後、命を狙われ追われる龍馬は身を隠し、二人は離れることに 
なります。龍馬の身を案じ行方を捜していたおりょうは「武信稲荷神社」の榎をふと思い出し訪れま 

す。するとそこには龍馬独特の字で『龍』の字が彫ってあり、自分は今も生きている。そして京都にいるのだ。そういう 
龍馬からの伝言だと察したおりょうは、共通の知人を訪ね、再び出会うことができたというお話しです。 

「武信稲荷神社」へのご案内など詳細は、ビーオブエス福祉輸送事業部へお問い合わせください。5075-641-1686 

龍  京都 馬  紀行  第一回 龍馬とおりょうの縁結び る ざ れ ら 知 

〈MY ROOM〉⑯ 藤 木 雅 博 

今日はです。時期的にもう「明けましておめでとうございます」ではないのですが、皆さん今年も宜しくお願いします。 

2010年．．．早い、当たり前ですけど 21世紀になってもう 10年目になります。この 10年間は僕の中ではホント時間が経 

つの早かったですねえ。10 年の内 7 年位ビーオブエスで過ごしていて気付いたらここまできてたって感じですね。ま 

あ実際に携わっている時間的な要素も結構あって、俗世間の出来事がリアルタイムに感じれていない部分があります 

ね。それでちょっとこないだ何気なしにインターネットの百科事典「ウィキペディア」で 21 世紀を検索したら、21 世紀が 

始まってこの 10 年の出来事が書いてありました。アメリカ同時多発テロ．．．ああそうや、もう９年前か、テロってホンマ 

無くならんよなあ。インドネシアスマトラ沖地震．．．あったあった、これも５，６年前か、そういえばこの10年で大きい地震 

の報道が多かった様な気がする、やっぱり地球温暖化かなんかで環境が変わってきてるからやろか。ＳＡＲＳ．．．もう 7， 

8年前の話やね、今で言う新型インフルエンザもそうやけど感染症てこれからますます脅威になってくるよなあ。まあ 

他にも沢山書いてあってどれもここ 2，3 年のように感じてましたけど、一応年を追って振り返って見てました。全体的 

には良い事は書いてませんでしたね。どうにかなるもんでも無いですが悲しいです．．．。まあそれを踏まえて 2010 年 

以降どうなっていくか不安が多いご時世ですが、少しでも良い兆しがあればなあと思いますね。 

（人材育成は難しい．．．） 

今年ビーオブエスは事業所として大きな動きがあります。今号の他のコーナーで掲載されると思いますが、2 月に事 

務所を移転するんですよ。今度移る所は今よりも広い場所ですし、徒歩 5 分程度で電車の駅も在るので皆さんもし時 

間があれば遊びに来て下さい。新事務所での一番のポイントは自立ホームを設けた事なんですが、これから自立生活 

を考えておられる方に今後是非利用して頂きたいと思います。まあ物理的な要素だけではなくて、新しい事務所をか 

まえる事で心機一転スタッフ全員で会社の中身もそれぞれ充実させていかないといけないのですが、僕自身の立場 

でも今後色んな役割が増えくると思います。その中でも一番難しいのは人材育成ですかね。僕はこの部分について 

は、色んな職種や状況によってやり方が変わってくると思いますが、今この業界でこれをやっていくのは物凄い労力 

がいると思いますね。僕は今現在この事務所にいるスタッフや諸事情があって退職された人達を含めて関わってきて 

色んな事を感じてますけど、基本的にはそれぞれが仕事をしやすい方法や状況を一緒に作っていこうと考えてきまし 

た。それが共通理解の下でいつの間にか皆が良い意味で一人歩きしてる状態が理想ですね。仕事をしやすいと感じ 

てもらう為には、感覚的には仕事が面白いと思えてくる事が重要ですが、この仕事は人を介する仕事なので、日々の 

活動やそれ以外の部分でなかなか利用者さん、あるいはその人と関わる人達と上手くいかない時ってあると思いま 

す。大事なのはこの瞬間にどういう切り回しが出来るかなんですよね。人間て自分の状態が良い時て大概の事に理知 

的に対応出来るもんなんですが、自分の状態（体調と違いますよ）が良くない時に同じ事はしにくいです。僕はその時 

に出来るだけ自分自身を客観視しようと努めてます。これ過去に何人かのスタッフに話した事があるんですが、「例え 

ば○○さんという利用者さんと話をしている時に、対応している自分自身との状況を距離を置いて見る事が大事。」 

まあ客観性を僕なりの解釈で言葉にするとこんな感じですが、利用者さんにだけ対して距離を置いて見ても何の意 

味も無くて、結局自分の主観が勝ってしまい、相手の意図してる事を受け入れる数が減っていきます。自分も含めた客 

観性は「今○○さんからこういう話を受けてこんな返答をしてる自分がいるけどこれで良いんやろか？話し方をもう 

少しこういう風にしたら受け入れてもらえるんじゃないか．．．」。こういうことを始めは訓練的にやらないとしんどいで 

すけど、慣れて出来てくると自分自身の選択肢が必然増えてきて、利用者さんに対して少しでも良い方向に導けるだ 

ろうし、仕事の面白みも感じてくるんじゃないかと思います。でもこういった部分の育成って、絶対に全員同じ様には 

当てはまらず、他の所でもそうでしょうけどウチの事業所も色んな年齢層の人が居て、客観性をそれぞれの人に対し 

て言葉や振る舞いを変えていかないといけないところがあります。決して変な意味ではないのですが、やっぱり受け 

入れ方って違いますからね。まあでも最終的に僕もそうですが皆が自分の個性を発揮しつつ伸び伸びやっていけれ 
ば良いなと思います。



●福祉ホームに繋ぐ体験場の確保 

障害者がまず在宅生活に向かうために、慣れていただく体験スペースを、当時 当社 

が先駆けて提供してきた実績があります。その頃は高齢障害者には賃貸住宅の契約に 

はまだ厳しい時期でもあり、そこは高齢障害者のすみかとなりました。その後いくつか 

の場所の確保はしましたが、固定された「体験場所」を持つことは出来ませんでした。 

今回を機に体験スペースも確保でき、当社にとって再度のスタートの時期です。 

●福祉ホーム的な部屋の実現も・・・・・ 

“夢の実現”の第一歩を踏み出そう・そう誓い今まで係 

わる者全員でまい進してきましたが、体験場の確保から一歩進んだものも創造することも 

できました。私たちが考える福祉ホームとは、単に障害者が施設から在宅に変 

われば良いというものではありません。障害者が活き活きと生活し、笑いが絶 

えない場・健常者も一緒に生活できる場・老若男女が寄り添い生活できる場が、 

真に人間らしい生活の場であると思ってきました。まだまだ思いにはほど遠い 

ものですが、そういう足がかりが出来たことは、“夢の実現”の第一歩を踏み出 

せたと云えるかもしれません。 

●作業スペースの確保もできました 

事務所の入り口近くに、土間をそのまま利用した作業スペースも確保することができ 

ました。このスペースは、障害者自身が日曜日に缶潰しやその他ボランティア活動の場 

にもなり、また卓球バレーなどの練習場にも使用することが可能です。私たちは多くの 

仲間が集い、楽しく語らいながら、自己の目的達成のために提供できる場を、それぞれ 

が有効に使っていただければと考えています。 

私たちは第一歩を踏み出しました。夢の完全実現のため、これからも追い続けます。 

夢の実現の第一歩 ～ 「ゆうりんの家」スペースの確保 ～ 

私たちは１年近くの準備期間を経て、２００２年１２月に「NPO 法人 ゆうりんの家」を設 

立しました。その設立趣意書に 「障害があっても、外部といつも繋がっていたい」という 

気持ちは障害者個々が持つ基本姿勢です」 さらには 「“障害があっても、ひとりの人間 

として、自由に・生きがいをもって意義ある人生を歩み続けられるようにしたい”こういう 

想いで取り組みたい」 と締めくくりました。ゆうりんの家並びにビーオブエスの社員は、 

その想いを具現化すべく、私たちは「福祉ホームを実現します」と高らかに謳い、ずうっ 

と持ち続けてまいりました。同一建物内をボランティア組織体 「ゆうりんの家」 スペース 

を完全分離し、今回 その合理的な融合を図ることにしました。 

本通信は、会員相互の親睦や最新情報・各種取組み等の提供を趣旨に会員・利用者・関係者、機関及び要望される一般の方々にも多数 配布しています。 

ビーオブエスよりお知らせ ホームページが変わるかなっ！ 

ビーオブエスのホームページは月間 千件以上のアクセス数があり、それだけ浸透しているのも事実 

です。 ただ、１日３０件以上でも、お問い合わせなどはほとんどありません。その原因はなにか？ 送 

り手側の一方通行になっているのではないか？ ＜良いところは残し、送り手と受け手が相互に意 

見を出し合えるものに変えてゆきます＞ 双方向のホームページを目指します。３月末が期日です。 
本当に変わるかなっ！ 私が変えます。 (水谷) 

各種ご協賛賜りありがとうございます 

賛助会費 千幸様・相田様 

そ の 他 たこ満様、西村様 
岡本様、鈴木様、荻野様 

カラオケスペースさくらんぼ様 

ゆうりんの家の運営は、多くの 
方々のご支援ご協力により成り 
立っています。 

編 集 後 記 

・１月発行予定が今はもう２月。今ごろ正月号？ 
いや早春号ですね。発行が遅れたのは誰のせ 
い？インフルエンザにかかった私のせい。予防対 
策としてスタッフ用マスクを調達していた私が 
…。誰よりも早く新型と季節性のワクチン接種を 
受けて予防に心掛けていた私が…。事務所内の 
誰よりも早く感染してしまいました。こんなもん 
ですね。お詫びも込めての言い訳です。 （Ｔ．Ｍ） 

・通信発行が２週間余り遅れました。心配してお問 
い合わせを下さった方すみません。理由は左記 
にありますが、決してそれだけではないんです！ 
・新年に入り、より充実を期すため、新企画なども 
検討しましたが、それらも若干手間取りました。で 
も新たな企画も打ち出せ、一層おもしろい誌面に 
なったと、またまたいつもの勝手な想いが・・・・・・・・ 
この想いは年が変わっても直りませんネ!! （Ｔ．Ｓ） 

【作業スペース】卓球バレーもできますよ 

↑【自立ホーム】 

【お風呂場】→ 

【体験ルーム】 

様々な体験にご利用いただけます


