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２月２０日 事務所移転をしました ～ 念願の福祉ホームも始動をはじめました ～ 

今年の２月２０日（土曜日）に待望の「ゆうりんの家」を併設した「ビーオブエス」の事務所が移転しました。 

その２日前・２月１８日（木曜日)に、ご支援を頂いている方々・各機関・支援センター・ゆうりんの家の会員さん・ビーオブエス 

の利用者さんなど４０名近い方々に、お忙しいなか私たちの想いを観てもらう開所式を行いました。 

まず開所式に先立ち、ビーオブエス・ゆうりんの家の社員も参列し、新事務所の安全 

と今後の末長い繁栄を祈願して、城南宮さんによる神事を厳かに執り行ないました。 

そして午後より、本当に温かみのある開所式を主催することができました。 

遅くなりましたが、 ご臨席賜わりました多くの方々に、 改めまして御礼申しあげます。 

私は最初に挨拶のなかで、ゆうりんの家の設立から式の前日までを、第 1 章が無事に 

終わったと感謝の意を述べました。この感謝の気持ちは社員も同じだと思います。 

ゆうりんの家設立から 7 年余り、いろんな紆余曲 

折もありました。その間に障害者施策も大きく変わり、そういう中で私たちは 

障害のある方々に、生きがいを持って楽しく生活していただけるベースをご提 

供してきたと若干の自負もありました。ただ、設立の大きな目標であった福祉 

ホームの実現には、ほど遠い時期であったのは事実です。事務所移転を計画し 

た理由のひとつには、まず福祉ホーム的なものを創り、それを足がかりにした 

いとの思いもありました。そういう場所を捜し求めて、合致したのが今回の事 

務所の場所とスペースでした。 

式を境に第２章が始まることを宣言しましたが、これは自分にプレッシャーをかける意味もありました。皆さんの 

前で、この実現に向け再スタートする意味も込めて･････ そして移転を機に、消防法等もクリアし、初めてこのホ 

ームの住人も誕生しました。この章は真の福祉ホームを社員や皆さん方とともに、いろいろ研鑽を重ねる時期でも 

あると覚悟しています。そして最終章では、障害福祉サービスの一層の充実と、介護保険法も取り込み、安心して 

暮らしていただき、障害者皆さんの笑顔輝く福祉ホームの完全実現の時期にしたいと、締めくくりました。 

その後塩谷社長の進行で、利用者さんのご父兄より、暖かい励ましのお言葉も頂戴し 

ました。そしてご参加全員の皆さんに一言ずつご意見を頂戴できたことも、今後の展 

開に活かしたいと考えます。併せて幾つかのご質問もいただきました。それらへの回 

答は、今後の当社の皆様方各位に対する接し方によるものだと思っています。 

またそのおり新内枝幸太夫様にもお唄もご披露いただきましたが、新内様は前々回の 

事務所移転にもご臨席賜り、おかげで事務所発展ができた経緯があり、今回もきっと 

そうできると社員全員で感じあった開所式でした。皆さんありがとうございました。 

ゆうりんの家理事長兼 ビーオブエス代表取締役会長 田 村 耕 

㈲ビーオブエスは、事務所移転で新たな挑戦を始めましたが、過去から継続する社内施策もあります。 

それはさまざまな研修の場の提供です。今回事務所移転と平行して、そういう研修も継続実施。 少しだけご紹介します。 

障害があっても就労意欲のある方々に、企業を体験する場の提供・実習機会の必要のある者が実務に慣れてもらう場の 

提供など、さまざまな機会に当社をご利用いただくことができるよう、以前からそういう場の提供などもしてきました。 

これらは私自身の強い希望からの実現でもあります。 その背景はなにか？ それは 好評の連載企画「障害者とのか 

かわりのなかで」の第１回目 ・ レストラン思風都 オーナーの土井善子さんの文章に始まります。 「障害者って何だろうか 

な と、ふと思うことがあります。一緒に働いてみて、･･･でる言葉は学生アルバイトに指導している時となんら変わらないの 

です。･･･････････私は、学生も障害者も経験が不足しているから出来ないことが沢山あると考えます。どちらも経験をいっ 

ぱいすることで、地域社会の担い手になってもらえるのではないでしょうか。･････」それ以来丸３年間 私はこの言葉をか 

たくなに守っています。経験する場の提供が、学びたい・就労したいと思う者にいかに必要であるかを･･･････ 

総合就業支援拠点「京都ジョブパーク」よりも、定期的に企業体験実習の要請があります。 なかでも “はあとふるジョブカ 

フェ” では、相談や企業体験、定着支援など、関係機関と連携して総合的な就職支援を行っています。 今回体験したご本 

人より、最後に次の書面を寄せて頂きました。 （それら内容は 表３以降に記載しています。頁をめくって下さい）



障害者とのかかわりのなかで ― その１９ ― 

『ゴローズの障害者雇用』 

中小企業家同友会全国協議会・障害者問題委員会 委員長 
株 式会 社 ゴローズ・プロダクツ 代表取締役 

ゴローズに障害を持った山口美香さんが入社して、早１０年が過ぎました。 

今も現役でケーキ作りの毎日です。 

山口さんが入社したきっかけは、約１０数年前、中小企業の経営者団体、中小企業家同友会の 

当時の会長赤石義博さんのお話を聞いてからでした。人間尊重の経営の一例として「使命感の 

ある経営」新潟基準寝具の女性社長・渡邊トクさん（故人）を紹介されました。 

１２０名の社員の半分６０名がハンディキャップを持った社員で、立派な社会人として活躍して 

いるということでした。私はそんな人間、社長がこの世にいるのかと興味を持ち、新潟まで出 

向き、会社を訪問し、トクさんにお会いして、障害を持った人を我が社に迎えたいという気持ち 

が芽生えました。 

我が社は県内に９店舗２工場で運営しておりますが、２００１年延岡ろう学校高等部を卒業し、新卒一般社員として 

数名の仲間（健常者）と共に入社しました。 

聴覚障害を持つ山口さんでしたが、我が社は障害者も仕事の内容、条件、賃金なども健常者と全く同じで、皆の中 

に一人の個性として彼女を迎えました。 

宮崎県北部の延岡市にあるゴローズの製菓工場に勤務し、寮に入り、毎日お菓子作り、ケーキ作りを始めました。 

私がいつもいる本部は宮崎市にある為、１００ｋｍ離れた延岡工場で山口さんに会うのは月に１～２回でした。最初の 

１～２年は山口さんにとって厳しい年月であったように思えます。それは思い通りにいかないことへの不満、例えば 

どうしても仕事のスピードが遅い、少々不器用等など、順調に進歩しているようではないと上司より報告を受けてい 

ました。 「やめたい」とも口にしていたみたいです。 

しかし家族の励ましで乗り越えることができ、そして何よりも山口さん 

を育てるという使命感を持ち、山口さんを指導してきた仲間の熱意には 

頭が下がります。 自主的に手話を学び、コミュニケーションを深め、一つ 

一つ教えていった毎日だったようです。 

上司や仲間に聞くと 「山口さんの何とか頑張ろうとする仕事ぶりに、 

こちらの方が勉強になりました」 と言っています。まさに人が人に学び、 

手を携えて毎日を送っているようです。 

時に厳しく、そして優しく。その関係は１０年間続いています。 

彼女の夢は自分の店を持つこと。今もその夢の実現に向け、努力して 

います。 

そしてもう一つ報告します。 

山口さんの耳（聴覚）は確実に昔よりよく聞こえるようになりました。本 

人も言っています。 

それが仕事を通じてのことだったら、とても嬉しいことです。 

私が所属する団体に京都中小企業家同友会があります。各都道府県にあり、京都府下では 1500 社余りの中小企業 
経営者が参加し、 ■よい会社をつくろう ■すぐれた経営者になろう ■経営環境を改善しよう の旗印の下、企業経 
営に努力している団体です。そのなかに障害者問題委員会があり、障害者に係わる様々な問題について学びあい、 
雇用を含め諸々の啓蒙活動などもしています。今回はこの組織を中央で全国的に取り纏める、中同協の障害者問題 
委員会・内田五郎委員長にお願いしました。内田氏は宮崎県内で、洋菓子製造販売などを広く展開され、県下では追 
随を許さない企業でありながら、多くの障害者雇用も実践されています。過去には京都で講演会などもして頂き、氏の 
ユニーク（取り組み自体はオーソドックスですが）な発想に幾度となく驚かされています。そのひとつには、辛抱強くそ 
の障害者を見守ること・温かく接することなどが見受けられました。私たちも数年前宮崎に行き、障害者と接する生の 
お姿などを見せて貰い、感動した記憶が鮮明に焼きついています。全国を纏める役目・自社のケーキの味を大切に 
し、更なる発展を目指す役目・自社の障害者雇用を揺るぎないものにする役目など、そのバイタリティーには感心しま 
す。その一端をこの文面から感じてもらえればなぁ・・・・・（そうか 昨秋わが娘も奈良のケーキ屋さんに嫁いだんだ。 
今は別の仕事をしており、直接手伝ってはいないようだが・・・） こんな方にいろいろ教えを請えればなぁ～ （塩谷） 

内 田 五 郎 

自らを「宮崎県のケーキ屋」と称され 
るが、中同協の障害者問題委員会の 
委員長という重責を担いながら、暖 
かく見守る姿は 氏の顔写真からも 
読み取れます。この方がこのお店に 
いるだけで･････････ 

宮崎県 ケーキ屋



〈MY ROOM〉⑰ 藤 木 雅 博 

最近ウチの事業所を利用し始めた利用者さんの話ですが、その人は今年 20 歳になる、ある知的障害をもった女性です。1 
月の終わりか 2 月の始め頃に、ある支援センターさんからの依頼があり、「親御さんがちょっとある病気で入院をしないと 
いけなくなり、その間本人が家で一人で生活する事になります。本人は普段ある場所で就労をしていて、帰宅後の炊事・洗 
濯等の援助、見守りをお願いしたいです。と言っても本人は大概の事は自分で出来るので、実質は見守り、話し相手が中心 
になると思います」という事で、週に数回ですが支援させて頂く事になりました。 

一度面談をした後、日を改めて初訪問したのですが、家にお邪魔すると本人は既に殆どの用事を済ませていて、後は煮込 
んでいる晩御飯のおかずが出来れば完了という状態でした。「凄いな、本当に自分でやってるんや」まあ初回という事も 
あり、ゆっくり話を聞きながら実際に本人が家でどういう風に過ごしているのか教えてもらったのですが、大概の事どころ 
か、ほぼ完璧に近い状態で家での用事をこなしていました。僕が特に驚いたのは料理の部分なんですが、仕込みから仕上 
げまでとても段取り・手際が良くて無駄も無く、「こんな料理作るんや。凄いなあ。君今からでもヘルパーでご飯作りに行っ 
たら絶対皆に喜ばれるわ。」と冗談を言いながら僕はただただ関心していました。使っている調味料にもこだわりがあっ 
て（親御さんの健康上の都合もありますが）、「これを使うとこうだからこういう風にしてるんです」と、一つ一つ丁寧に説 
明してくれました。他の用事でもそうだったんですが、本人は手抜きをすることが無くて、「俺が思ってるだけかも知れへ 
んけど、20歳（まだ19歳）で家の事をきちっと出来てるのって凄いと思うわ。ずうっとこういう風にしてきたん？」と聞くと 
「はい、小さい時から両親にそういう風に教えられて出来る様になりました。」と答えていました。色々と話をしていると、 
本人はとても素直な性格の頑張り屋で、それが親御さんの教育とうまくかみ合って今の自身の身になっているのかなと 
感じました。 

しかし反面、凄くしんどそうな様子も伺え、頑張り屋なだけに物事がうまくいかなかった時に感情的になってしまう事で、 
気持ちのバランスが取れない部分もあるんだろうとも思いました。その部分は本人の就労先でもあった様で、その後支援 
に入って話をしていると、徐々に職場での話題に触れる事が多くなってきました。本人曰く、職場自体はすごく気に入って 
いる様で上司の人や他の職場関係者に良くしてもらいながら、仕事も責任感を持ってしっかりこなしているみたいです。 
（支援中に本人の様子を見てると納得）ただ、どこもそうですけど、自分と同じ価値観の人って簡単には見つからなかった 
りして、自分が一生懸命やってても廻りに上手く伝わらない部分があることを本人も職場で感じていたかも知れません。 
まあ親御さんの事もあったり、家では一人で過ごさなければならない状況等が本人の中で気持ちがいっぱいいっぱいに 
なってたんだと思いますが、ある日の晩に、僕が仕事を終えて帰ろうとしてた時に本人から電話がかかってきました。「最 
近職場に新しい人が入ってきて、仕事を教えていかないといけないんですけど、どうもうまくいかなくってイライラしてる 
んです。」用件としてはそれだったんですが、色んな感情が入り乱れて段々言葉が乱暴になってきました。僕は話を聞きな 
がら、何かイライラな状況の脱出法が無いか考えてたんですが、本人は人から聞いたり教わった事で自分に必要であれば 
自分なりの方法（主に責任感）で身に付けてきた部分があると思いますが、逆に廻りに提供する場合にうまく表現が出来 
ない。障害の特性も当然あるんですが、本人には気持ちを整理する自分の時間が必要だと思い、「あのな、何もしなくて 
良いわ。ていうか何もしない時間作れよ。一週間の自分の予定を作って、大きい字で（何もしない）と書いとき。1 時間でも 
良いし。」と返答しました。本人はそれまでのイライラが落ち着きましたが、「え？どういう事ですか？」と、イマイチよく分 
からない様子でした。 

何もしない事が解決法ではないんですが、本人は多分生活の中で今までも自分の時間を作ってるとは思います。ただ今回の 
状況に本人がうまく付いて行けてない事で思い詰めている部分があるのと、今後も予期せぬ事態に対して少しでも落ち着 
いて考えていけるように、意識的に何もしない時間を作るところから始めていっても良いんじゃないかなと思いました。あと 
信頼関係が出来ている事が前提ですが、本人にとって第 3 者というのは今非常に重要で、当人だけでは思いつきにくい発想 
を客観的な立場で提案して、本人にとって充実した生活を送ってもらえればと思います。最近は親御さんが家に居られるみた 
いで支援は無いのですが、支援とは違う部分であっても引き続き何らかの形で関わりを持っていきたいとは思っています。 

北辰一刀流の目録の腕を持つほど剣術に長けていた龍馬がなぜ拳銃を常に所持していたのでしょうか。 
龍馬がいつ頃から銃を所持していたのか明確には分かりませんが、長州藩士の高杉晋作より、薩長同 
盟締結前の 1865 年（慶応元年）に下関で贈呈されたのではないかと推測されています。後の寺田屋事 
件の際に火を噴いたのはこの銃です。しかし同事件の際に紛失し、新たな銃を購入します。その銃は 
愛妻お龍とともに一丁ずつ所持し、薩摩への新婚旅行の際に狩猟などで楽しんだそうです。銃にまつ 
わる諸説は数多くあるなか、今回は龍馬とある旧友との逸話を紹介します。 企画：福祉輸送事業部 湯浅・水谷 

龍馬と旧友が再会したのは、土佐藩士の間で長刀を差すことが流行っていたときでした。旧友が短めの刀を差していた 
龍馬を指摘すると「実戦では短い刀のほうが取り回しが良い」と言われ、納得した旧友はその後、短い刀を差すようにな 
りました。しかし、次に再会したとき、旧友が勇んでその刀を見せると、龍馬は懐から拳銃を出し「銃の前には刀なんて役に 
立たない」と言われ、納得した旧友は早速拳銃を購入しました。三度目の再会で、旧友は購入した拳銃を見せたところ、龍 
馬は万国公法（国際法）の洋書を取り出し「これからは世界を知らなければならない」と言いました。もはや旧友は龍馬に 
ついていけなかったといいます。 
急速な時代の流れに身を任せた龍馬も、自分の身は守りきれませんでした。「銃の前では刀は役にたたない」と言ったと 
伝えられている龍馬も、後の近江屋事件にて、自分の銃を使うことなく、また自身の剣をも使うことなく “役にたたない” 
と言った刀によって斬られ生涯を終えるという、なんとも言いがたい結末になってしまいました。 

「龍馬ゆかりの地」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  第二回 龍馬と刀と拳銃と… る ざ れ ら 知



表紙頁よりの続きです。３つの研修が同時に進行していました。各々について研修の感想などをいただきました 

Ａさん（２３才 男性） 

「仕事を楽しむ」 ことを少しは 

体験できました 

私は今「京都ジョブパーク」に 
通っています。そこでは様々な 
研修も行なわれています。 

その研修の一つに企業実習があります。 企業実習とい 
うのは、働いたことがない人・そういう経験の少ない方に 
“働く”ということを体験してもらうことです。 
そして、私は「ビーオブエス」という会社を紹介してもら 
いました。 研修実施前 顔合わせをしにその会社に向 
いました。着くまでは緊張していましたが、始まったら社 
長が気さくで明るい方だったので、そんなに緊張するこ 
となく話が出来たと思います。 

研修の初めはパワーポイントを使って、この会社のことを 
アピールすることでした。パワーポイントは初めて使うの 
で一から作っていくのかと思っていましたが、いろいろな 
素材をホームページなどから取ってきて貼り付けたりし 
ないと、仕事には期限があると云われ、そういう方法も必 
要だなと思いました。そして、出来上がったものを朝礼の 
席で皆さんに見て貰ったり、ホームページにも載せるとい 
うので、字に色を付けたり、大きくしたり、画像を挿入した 

り、タイトルや項目を上からや右から出てくるようにしたり、 
見やすいようにする事を重点にして作りました。見せるま 
では本当にこれでいいのかと思っていました。でも皆で 
見終った後に、拍手を貰ったので、嬉しかったです。 
その後はエクセルを使って表を作りました。はじめは数字 
を入力したり、枠を作ったり、字を入力したりで結構大変 
でした。だけど、基本となるところだけ先に作って、後は 
それをコピー＆ペーストで作る方が早いので効率がいい 
とのことです。 そして、最後の単元では、ワードを使って 
文章を打ちました。内容はこの企業実習をやってみて感 
じたことは何？ というものでした。 

文章を考えたりするのが正直苦手だけど、社長が「実習 
生がビーオブエスで働いてみてどんな風に思ったかを書 
いたら、面白いね」とおっしゃられて、面白そうと思ったの 
で、やってみようと思いました。 (作成したのがこの原稿です) 

ビーオブエスでの研修は１０日程度でしたが、働いてみて 
思ったことは、皆さん明るくて、いきいきとしていて、何よ 
り仕事を楽しんでしている。 「仕事を楽しむ」というのは 
企業理念にもなっており、まさにその通りだと思いました。 
これからどんな仕事をするにしても、コミュニケーション 
も大事だけど、「仕事を楽しむ」ということを忘れずにガ 
ンバって行きたいです。 

ＭＩＺＵＴＡＮＩのＲｏｎｔｅｎ ― パート２１ ― “障害者雇用の現状を考える” 

私がビーオブエスに就職して早くも５回目の春を迎えました。それまで就業経験はなく、初めての経験ばかりでしたが、 

日々の仕事の中で「障害があっても私に出来ることがある。障害があっても私 
にしか出来ないことがある」ことを実感することが出来ました。 

さて、今号の編集を行っている最中、新聞で「法定雇用率を大幅に下回った７ 

社を公表」という記事を目にしました。これは従業員 56 人以上の企業に対し、 

全従業員（常用労働者）の 1.8％にあたる人数の障害者を雇用することを義務 
付けている障害者雇用促進法に基づくもので、障害者雇用率が大幅に下回っ 
たままの７社の社名を厚生労働省が公表しました。 

障害者雇用の現状は？ 
では、障害者雇用の現状はどのようになっているのでしょうか？ 障害者雇 

用率を都道府県で見ると福井県の 2.25％が最も高く、山口県、大分県と続い 
ています。京都は 1.77％で 16 番目でした。10 位以内に九州の５県が入り、全体 

的にも東日本より西日本の府県の雇用率が高いことが見受けられました。ま 
た、厚労省への各事業主からの最新の雇用報告による数値（１人あたりのカウントを重度は２人、派遣は0.5人とみなしてい 

るため実数ではない）と、障害者人口を比較したものが下記の表です。『障害の程度が重度・中度・軽度とある中、雇用数は 
軽度障害者に偏っているのでは？』との疑問を抱きましたが、厚労省の「平成 
２０年度障害者雇用実態調査」の障害の程度別の数値では、重度（身体障害者 

程度等級１級・２級）が43.0％、次いで中度（３級・４級）が40.1％、軽度（５級・６級） 
が 12.9％。私には意外な数字でした。身辺動作に支援が必要な重度障害者に 

は、就職には大きな困難が伴うとの認識でしたが、一般企業がどのような環 
境作りをしているのか興味深いところです。 

雇用率よりも定着率が重要 

しかし、雇用率よりも、就職後にどれだけ継続して働いているのか？雇用定着 

率を重要視するべきなのではないでしょうか。なぜなら、一時的に雇用するこ 
とで雇用率を水増しすることも起こりかねません。現に派遣会社の中には、障 
害者雇用率の問題をセールスポイントにして斡旋を行っているという話しも聞 

きます。また、建物の構造など目に見える範囲に限らず、障害に応じたソフト面 
での支援が最も重要であり、行政も体制を強化していくべきだと感じました。 

障害者雇用を増やすには… 

厚労省より法定雇用率を大きく下回った企業名が公表されましたが、企業の中には障害者雇用よりも、定められた雇用率 
を下回った場合に支払う納付金（１人あたり月額５万円）を選択する企業が多いとも聞きます。果たして公表や納付金を徴 

収することが雇用拡大に繋がっていくのでしょうか？それよりも、雇用への意識を高める啓発活動や、企業に対し障害が 
あっても働けるような職場環境の整備をバックアップ（様々な助成金の紹介など）する体制を強化することが、障害があっ 
ても働ける社会への構築に繋がっていくのではないかと感じました。 

障害者雇用促進法とは 

障害者も健常者と同じように能力・適正に 
応じて雇用される社会の実現のための法 
律。主に以下の３点が挙げられます。 

①事業者に対し従業員数の一定比率（障 
害者雇用率＝民間 1.8％、国・地方 
2.1％）を障害者とするよう義務づける 

②障害者雇用率が未達成のとき納付金 
を徴収する一方、一定比率以上の雇用 
をする事業者には調整金を支給する 

③国、地方自治体は障害者に対する職業 
リハビリテーション事業（職業指導、職 
業訓練、職業紹介等）を実施する 

障害者雇用数と障害者人口（18 歳以上）の比較 

種別 雇用者数 障害者人口 比率 

身体 268,266 3,564,000 7.5％ 

知的 56,835 410,000 13.9％ 

精神 7,710 2,858,000 0.3％ 

合計 332,611 6,832,000 5.0％ 

【障害者雇用人数】は厚労省「平成２１年６月１日 
現在の障害者の雇用状況について」を参照 
【障害者人口】は厚労省「平成１８年度身体障害 
児・者実態調査」、「平成１８年度社会福祉施設 
等調査」「平成１７年度知的障害児（者）基礎調 
査」「平成１７年度社会福祉施設等調査」「平成１ 
７年度患者調査」を参照



最後に、ジョブパーク職員、ジョブサポーター、Ａさんそして 

私の４名で、振り返りの本音トークを実施しました。 研修を 
して貰う側の考え方、それを見守る機関の対応方法や障害 

者雇用についての問題など、いろいろ話し合いもでき、私 
自身にも良い勉強になりました。 

Ｂさんも当社でヘルパーとして実績を積み重ねているひと 
りです。以前に精神系の疾患で苦しい時期もあり、なりた 
かった看護師は断念されたが、強い意志で、ヘルパー資格 

を取られました。 が実習の機会がありません。「当社で体 
験してみたら・・・」と。 所属する社会福祉法人からも、こ 
の 1 年で本人が変わってきた・人前でも自信を持ち話がで 
きるようになった、また関係者からも社会で経験すること 
の大切さをしっかりと学びました と感想を寄せられます。 

Ｂさん（女性） ヘルパー体験 丸 1 年が経過しました 

ジョイント・ほっとで働いているナオナオと申します。ジ 
ョイント・ほっとは、精神障がい者が働くカフェレストランで 
す。ホームメイドのお菓子も作っています。私は、ランチの 
準備や、接客、お菓子作りに参加しています。私の夢は准 
看護師になることで、勉強して試験を受けました。しかし、 
結果は不合格でした。でも、人と接することが好きなので、 
ホームヘルパーの 2 級を取りました。ジョイント・ほっとか 
ら高齢者の施設のボランティアに 3 年近く行きました。平 
成 20 年の秋の「ジョイント・ほっと＆中小企業家同友会合 
同研修」で自分の夢を一言ずつ語る場面があり、私はホ 
ームヘルパーになりたい事を話しました。その場に塩谷さ 
んが居て今の研修に結びつきました。 
平成 21 年 4 月に、初めてビーオブエスの事務所に出か 

けて研修の面接を受けました。とても緊張していましたが、 
事務所の雰囲気は和やかで安心できました。それから、1 
週間に一度、一人で事務所までバスと地下鉄を乗り継い 
で出かけました。一人で地下鉄に乗るのは 16 年ぶりのこ 
とでした。慣れるまで時間はかかりましたが、今では余裕 
です。また、塩谷さんの着メロが「キューピー3 分クッキン 
グ」で、お昼には必ず鳴ります。それを合図にみんなでお 
昼ご飯を食べることが、私の心をほぐしてくれました。 
研修では、食事や排泄の介助や、病院の付き添い、車椅 

子を押して買い物に出かけたり等々行いました。重度の障 
害者の方のケアに一緒に入り実際に活動すると、人のお 
世話をすることはとても難しかったです。でも、「ありがと 
う」の言葉はとても嬉しかったです。そして、職員さんが、 
「一度に何もかもできなくても当たり前！」と励ましてく 
れました。利用者さん宅の掃除や、洗濯、ショートステイの 
準備など多くの体験をする中から、ヘルパーの仕事を理 
解していくことができました。 
今年の2月にビーオブエスの事務所が移転しました。引 

越しを手伝うことができて楽しかったです。3月からは、毎 

週日曜日の 10 時～15 時まで、この事務所で、利用者さん 
数名とある作業を一緒にしたり、ガイドヘルパーの体験も 
しています。今、その方たちと作業することは、とても楽し 
いです。 
4月8日で丸1年が過ぎました。私は今まで気づかない 

点がたくさんありました。でも、塩谷さん、職員さんに助け 
られ、利用者さんの様子を見ながら、自分が何をしたら良 
いのか気づくことが少しはできるようになりました。まだ 
まだ勉強不足ですが、一つひとつ覚えられるように努力 
して、言われたことを実践する 
ようがんばりたいと思ってい 
ます。ご迷惑おかけしますが、 
よろしくお願いします。 

通所事業所：責任者・吉田様から 

ナオナオが、ビーオブエス 
の研修を始めてから 1 年が経過しました。それまでには、 
高齢者のデイサービスでボランティア活動を行っていま 
したが、初めて在宅ヘルパーを体験することで、私自身 
がドキドキしていました。まず、ビーオブエスに到着できる 
だろうか？ナオナオはとても方向音痴なのです。訪問ヘ 
ルパーは、道を覚えなければ仕事になりません。私の心配 
を振り切るかのように、彼女はバスと地下鉄を乗り継いで 
週 1 回通い続けています。そして、歩いて訪問に出るよう 
になったそうです。 
塩谷さんと3人で、３～4ヶ月に一度振り返りを行います。 

その中で、厳しいことも言われます。ジョイント・ほっとでは、 
どうしても保護的になりがちですが、ビーオブエスでは、ナ 
オナオは多くのサービスを提供する側になるのですから、 
厳しいこともきちんと受け止める必要があります。一生懸 
命メモをとり、言われることを理解しようとする姿に私は心 
打たれます。今後も、つらいこともあると思われますが、こ 
こまで頑張ってきているのですから、ぜひ、一人前のホー 
ムヘルパーになれるまで応援したいと思います。 

その他、ヘルパー研修などでヘルパースクールからの要請 
もあり、在宅分野の実務研修の場としても提供しています。 
これはヘルパー研修の終了間際に、実際の在宅での活動 
に向けた模擬体験の場。通常研修では、高齢者が主体の 
講義であり、障害者分野を体験された・今回８名の講習生 

は、「初めて接する障害者に気持ちを新たにした」と感想を 
寄せられています。各人３日間の研修であり、様々な身体 
障害者に入ってもらいました。「障害者向けの授業も絶対 
必要と感じます」全員が一致した意見です。 
私たちも、新たなヘルパーが障害者分野にも目を向けても 
らえる機会として、大切に考えています。 

ビーオブエス代表取締役社長 塩谷隆好 

そしてこの企画の大トリとして、障害者雇用の先輩でもある、当社社員・「ゆうりんの家通信」の編集長で締めくくります。 

水谷隆司氏 「働くことで照明する」 

「はたらく 障害のある人の夢」という冊子（京都市保健福祉局障害福祉課 
編）が上梓された。京都市役所が進めている障害者雇用の一環で、現在就労 
されている方々に 「あなたの 夢は何ですか？」 という切り口で、今後の 
就労希望者の参考としたいとのことで創られた冊子です。 これは、昨年の 
５月に、氏がある会で “身体障害ってどういうの？ その就労などについて” 
と題して講演され、同席された京都市の障害福祉課の担当者が、感銘を受け 
られ水谷氏に要請があったもの。「障害があっても私に出来ることがある。私 
にしかできないことがある」「働き続けることが元気だという証明」などなど。 
積極的に働く障害者の見本、といえば、ちょっと云いすぎですか？



「春は選抜から…」 沖縄興南高校の優勝で幕を閉じた 今年の選抜高校野球大会だったが・・・当社の利用者さんで ALS 患 

者さんでもある方の 高校野球奮戦記。多くの方々の係わりと段取・何にも増しての夫婦愛。こういうご家族は当社のケア 

対象者でも、この方ひとりではありません。多くの重度障害者にも希望と実践する勇気を持って頂きたいと掲載しました。 

森美砂穂さまの母校：和歌山向陽高校 甲子園観戦記！！ 森 隆良（ご主人） 

第８２回選抜高校野球大会に、妻の母校である和歌山県立向陽高校が２１世紀枠で３６年ぶりに出場が決定した。 我が 

家は大騒ぎでみんな興奮し、しかも娘の母校も同時に出場が決定した事を知り、興奮は頂点に達した。 これはいてもた 

ってもいられないという気持ちで妻の顔を見ると妻も同じ気持ちの様子で満面の笑みだった。 しかし、これは私と妻だ 

けでなく、たちまち、ヘルパーや訪問看護師との会話でもこの話で持ちきりになった。 

「よし何とかして、妻を甲子園に連れて行こう」そのとき私は今しかないと言う声が聞こえ 

たように思えた。 だが、春の選抜高校野球大会は菜種梅雨の真只中で、雨天延期になりかね 

ない。段取りをしてもダメかもしれない。 どうしよう・・・とりあえず一歩前へ進むべきだと焦る 

が、何をどうしたらいいのかと、戸惑いとともにため息が出て妻を介護する手をとめてしまう。 

そんな時、訪問看護ステーション（洛和会訪問看護ステーション花山）の所長から「今しかない 

と言う声を信じて前に進もう」と背中を押され、「よし、やれるだけやってみよう」と決意した。 

妻の体調は決して良いわけではなく、いつ痰を詰まらせて窒息するか分からない。病気をして以来、遠出をしたことはな 

い。家族だけでは不安が大きい。 それからは、阪神甲子園球場、毎日新聞社、向陽高校ＯＢ会、 

山科区役所福祉部支援課のケースワーカー・山科保健所、ALS 協会近畿ブロック、京都府難病 

相談・支援センター、訪問看護ステーション花山、ヘルパー支援事業所（ビーオブエス）それから、 

洛和会の往診のドクター・・とりあえず、皆さんに呼びかけ協力を得るため大車輪のように動き 

だした。 妻介護の合間にあちこちから確認、連絡の電話がはいる。携帯電話、自宅の電話、オ 

フィスの電話、三台同時に鳴ることも・・保険の制度制限もあり苦難の交渉も経験した。 しかし、 

訪問看護ステーションの熱い協力により、一つずつ解決しサポート体制が整った。 

3月22日大会2日目第一試合に抽選の結果決定。運良く祝日であり娘夫婦、息子の休暇も合わせることができた。妻の 

体調を考え、救急対応ができる車での送迎も手配でき、毎日新聞の担当者と、当日の動きについての綿密な打ち合わせ 

を幾度と行った。後は天候の具合を祈り、毎日週間天気予報とにらめっことなった。前日の第一試合をテレビで観戦しなが 

ら、持ち物のチェックを何度も行った。吸引チューブに、消毒液、脱水予防の胃ろう用のカテーテルチップにポカリスエット 

などなど何日か宿泊でもするのかと思うくらいの荷物になった。妻の元気だった頃に着ていたお気に入りの洋服を準備し、 

妻も私も興奮気味で睡眠もままならず、当日を迎えた。 

朝からは、経管栄養・ポータブルトイレの移乗・洋服の着替えととにかく慌しくしているうちに、 

同行メンバーである訪問看護師、ガイドヘルパーに訪問マッサージ（指安堂治療院）の先生と 

徐々に集合し介助を手伝ってくれた。 民間救急車（京都救急患者搬送サービス）のワンボック 

スカーも到着し、親族含めて総勢１４人が妻の為に集合し、もしもの時に備えて診療情報提供書 

（往診ドクターからの紹介状）を握り締めて、甲子園へ出発した。 

リニュアルオープンしたての真新しい阪神甲子園球場に毎日新聞社の担当者様が、正面横 

入口にエスコート。真新しい身障者用エレベーターに乗り、母校和歌山県立向陽高校の応援団が陣取っているアルプスス 

タンドに案内された。新たに設営された車イス専用の席に、担当看護師さんとガイドヘルパーさんが、妻の両サイドに陣取り、 

状態確認、痰吸引のケアサポートを担当していただき、ベストコンディションの維持に努めていただいた。お陰様で、少し 

血圧が下がった他は、特に問題もなく野球観戦を楽しむことが出来た。試合も８回 

迄、２点をリードし、９回表相手チームに１点返されたが最後まで予断許さぬ好試合 

になり、その結果２対１で辛勝、試合終了後、向陽高校のＯＢ会長が、妻のところに 

寄ってお互いに勝利を喜び号泣、皆、その光景を見てもらい泣きし勝利に酔いし 

れた。試合も午前９時に始まり、終了が午前１０時４０分と試合テンポが早かったの 

で、妻の負担も軽減されたと思う。昼前に阪神甲子園球場を後に一路京都へ。 

１時間程で山科に無事に帰宅。天候にも恵まれ、試合も向陽高校の勝利。妻はも 

ちろん全員が勝利に感激。二度と忘れられない良い思い出となった。 

今回の経験は、難病の方でも県外に外出することができる良い自信となり、 

「次はどこへ行きたい？」と妻に尋ねると妻から微笑がこぼれた。 

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。 

各種ご協賛賜りありがとうございます 

賛助会費 相田様・岡部様・金岡様・千幸様 

細谷様・久常様・吉田様・㈱日新地研様 

その他 岡本様・荻野様・鈴木様・西村様 

たこ満様・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 

・例年より早く開花した今年の桜も、３月下 
旬からの寒さで、長い期間楽しむことがで 
きました。でも、私はちょうどその頃…ホ 
ームページの改訂作業や、通信の編集作 
業、そして歯痛による歯医者通いが重な 
り、通勤の車窓から桜を見る程度でした。 
・「仕事を楽しむ」、そして「通信の編集も 
楽しむ」改めて感じた今号でした。（Ｔ．Ｍ） 

・新事務所に移転して、早や２ヶ月近く。や 
っと落ち着いてきた。時間が掛るものです 
ね。時間が掛ると云えば、職場体験もそう 
ですよね。真剣に学ぶ姿勢があれば、多 
少の時間は掛ってもネ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・作成中、今回は字数が多いねとの問いか 
けがあった。確かにそう思うが、字数の多 
さは中身の濃さと比例します？ (Ｔ．Ｓ）


