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みなさんとのコミュニケーションの場を目指して 

音楽療法のあかね先生（ピアノ）・りつ先生（フ
ルート）・ドラムのトム先生、３人のコラボでクリ
スマスコンサートが開かれました。あかね先生・り
つ先生はドレス姿、トム先生も黒のスーツ姿で正
装。３人の登場に子ども達も目が点になるほど、と
っても素敵でした。もちろん、コンサートは大盛
況！子ども達の大好きな歌が満載。一緒に歌った
り、先生の合図に合わせて、大きな音、小さな音で
拍手したりしました。あゆみっ子といえば「元気い
っぱい」「じっとしていられないわんぱく軍団」で
すが・・・先生の合図に合わせて調節する姿に、大
人たちは「やるじゃん」と感動。コンサートにも子
供にも感動の連続でした！ 

１２ 

クリスマス 
コンサート 

午前の部は、サンタさんの登場と、プレ
ゼントを持ってきてくれたサンタさんへの
お礼に毎日練習をしてきたみんなの劇を見
てもらいます。 
この日の給食は、クリスマスメニューで

す。みんな大喜び。 
お昼寝から起きても、クリスマス会は続

きます。くじら組さんがデコレーションし
てくれたケーキをみんなで食べました。 
今年のサンタさんはとっても明るいサン

タさん！来年は、どんなサンタさんが来る
かな～？ 

１２ 
２0 

クリスマス会 

１２ 
24 

餅つき会 

「ただいまから、避難訓練を行います。給食室から出火し
ました。皆さん、速やかに避難しましょう」のアナウンス
で、避難訓練の始まり。 
毎月火事・地震・大雨等の設定で避難訓練をしている、子

ども達は先生の話を聞き、煙を吸わないように口に手を当て
て避難している子もいました。避難場所に集合しても、３F
の皆さんが避難してくるのに少し時間がかかりましたが、静
かに待つことができました。 
全館初めての避難訓練で、３F の皆さんが、担架で運ばれ

てきたり、背負われてくる姿もありました。いろんな人がい
て、みんなで助け合って生きていく。それが当たり前のあゆ
みの子ども達は、毎日素晴らしい体験をしています。 

１ 
１９ 

福祉センター 
合同避難訓練 

あゆみ恒例の石臼での餅つき会。あ
ったかくて保育園前駐車場にシートを
敷き、みんなが手作りのお雑煮や、き
な粉餅に舌鼓を打ちました。 
あゆみの餅つきといえば、父さん達

が大活躍。準備・片付けはもちろん、
交代で餅をついてくれます。大きな餅
をつくいい音が響きわたっていまし
た。お母さんや子ども達は、つきたて
のお餅を丸めてほおばり大 
満足の１日でした。 

（呉：芦田） 
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たまご会の一日の中でいちばん賑ぎわう時間帯は、昼食時かも知れません。どんな 
メニューなのか、自分の好物がいつ出るのかをくり返しチェックする仲間も少なくあ 
りません。何より、給食サービスは温かな食事を皆と一緒にとれることが、施設にと 
って代えがたい価値のような気がします。 

そんな中（昨年 11 月）、厚労省の障害福祉サービス等報酬改定検討チームにおいて、食事提供加算
の廃止方針が示されました。食事提供加算は、健康管理や生活支援、就労支援など様々な目的で行われ
ており、日中活動や短期入所の利用者に対し、調理して食事を提供する場合の人件費を報酬として算定
するものです。仮に廃止が決定された場合、利用者の負担は今より 2 倍近く増えることになり、自立支
援法が導入された当初に見られた、施設の利用抑制が懸念されています。また事業所によっては給食自
体を止めたり、続けたとしても、利用者の負担を抑えるため、運営費から補填する状況が予想されるな
ど、双方にとって影響は大きいことが想像されます。 
これに対し多くの障害者団体が廃止に反対の声をあげ、たまご会においても、「きょうされん」を通

じて制度の存続を訴えてきました。その結果、この度の廃止は見送られることとなりましたが、これま
でも複数回検討されてきたことから、今後の動向に注視していかねばなりません。 
医療・介護に比べ、障害者福祉はこうした行政との折衝が多く見られることが指摘されています。当

事者の思いや声を代弁する組織が存在することも重要です。現在、たまご会は４１回目となる「きょう
されん・国会請願署名」を取り組んでおり、３月には街頭署名も予定しています。後援会員の皆さまに
は、今後ともたまご会の活動にご支援とご協力を賜りますようよろしくお願いします。（郷原：室） 

情勢 

みなさんお正月はどう過ごされましたか？ぼくは、

今年も寝正月でした!!家から出ずに、こたつとお友だ

ち。食べては寝て、食べては寝ての繰り返しで、見事

に正月太りを達成しました。 

世界一痩せるスクワットの本や、体幹の本などを買

い、ダイエットを始めようと決意してはや一ヶ月!!!正

月太りをキープしたまま２月に突入しているたまちゃ

んです。どーも本を買うだけで痩せた気になれるタイ

プのようです。そんなたまちゃんのいる、たまご会で

すが 2018 年もよろしくお願いします。（K） 

 

新しい仲間 

 中尾愛実です。嵐の歌が大
好きです。今、クッキー工房
でいろいろな事にチャレンジ
して頑張っています。よろし
くお願いします。 

★中尾 愛実さん★ 

たまちゃんのひとり言 
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障害者活動センターたまご【多機能型事業】 

生活介護センターたまご【生活介護事業】 

レスパイトルームたまご【短期入所・日中一時支援事業】 

ケアホームたまご【共同生活援助事業】 

あゆみ保育園【保育所】 

あゆみ学童クラブ【放課後児童健全育成事業】 

にこにこおひさま【児童発達支援事業】 

さんさんたいよう【児童発達支援・放課後等デイサービス事業】 

サポートセンターたまご【障害者・障害児計画相談支援事業】 

障害者支援センターたまご【生活介護・日中一時支援事業】 
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エッグビーワークステーション【清掃・販売事業】 

郷原たまごの活動アルバム 

 

郷原小３年生交流会 

初詣 

お正月あそび 
クリスマス会 

クリスマスコンサート 

節分 

そば打ち 

今後の主な予定 

 

職員リレートーク 

書初め 

あゆみ保育園 卒   園   式  3/18(日) 

あゆみ保育園 入園お祝い会  4/  2(月) 
 



 

 

 

 

 

 

昨年の 11 月より郷原の「相談支援センター たまご」と中央の「相談支援事業所 おひさま」が統合
されて新たに「サポートセンター たまご」として再出発しています。事務所は、市役所に近くて何かと
便利な中央 3 階に事務所を置くことになりました。相談員は、今までの専任 2 名に加えて 他の事業との
兼務 3 名の合計 5 名で対応できるようになりました。それぞれ一人仕事だったのが相談しながら行えるこ
とは、視野も広がり、とても心強くなりました。幼児期、学童期、青年期、高齢期それぞれのライフステ
ージを見通しながら丁寧な相談支援ができるようになりたいと考えています。 
これからは、利用者、保護者の方たちの不安感、困り感に 

寄り添いながら、よりおひとりおひとりが主体的にその人ら 
しい生活と安心した暮らしができるように一緒に考えていけ 
たらと思います。 
また、各関係機関、事業所等との連携の大切さを痛感して 

います。フットワーク軽く動けるように心がけていきたいです。 
どうぞ、狭い事務所ではありますがご気軽に顔をのぞかせて 

ください。右の面々がお待ちしています。(呉：岡本良) 
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新成人を祝う会 1 月 26 日 
今年の新成人は折口優人さんと柏倉穂歌さん。 
仲間が待つ会場におめかしした二人が登場！大きな拍手と「おめでと～う♪」の言葉

で迎えられた２人は少しびっくり？照れくさそうな様子。たくさんの仲間からのお祝い
メッセージと涙もろい職員№１の原田さんからのメッセージに笑顔を見せてくれまし
た。そして２０年間のいろんな思いがいっぱい詰まったお母さんからのメッセージに会
場は感動の涙・・・ 
みんなの心があたたかくなる素敵な会になりました。（郷原：平） 
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成人を迎えた優人へ 

優人、成人おめでとう。 
生後半年の 10月のあの日、労災病院の医師から「2歳までは難しいかも」と

告げられ、涙がこれ以上出ないほど毎日毎日泣いていた日々を送っていたのが
嘘のようです。私の背をとおに越し、立ち姿だけを見ると「大きくなったな
ぁ」と成長したことを実感します。喋ることはできませんが、しぐさや態度で
優人が何を伝えたいかが解ります。 
今では、たまごの職員さんや仲間達も「車の中でお話ししていたよ」「今日

は大きな声が出ていたよ」と教えてもらったり、「ピタゴラスイッチ」など喜
ぶ言葉もさりげなく語りかけてもらって楽しんでいる顔を見ると、とても嬉し
くなります。二人で出掛けていても、私の知らない人から声を掛けられること
もあり、優人の世界が広がっていることも嬉しいことの一つです。 

これから先まだまだ色々な事があると思いますが、一人では何も出来 
ません。関わってくださる方々に感謝しながら元気で過ごせること 

だけを願っています。優人らしく…健康に！！ここまで成長 
してくれてありがとう。 

母さんより 

柏倉穂歌 様 

成人おめでとうございます。 
あなたが生まれて 20年の月日が経ちました。 

20年はあっという間に過ぎた気もしますが、 
この日を迎えるまで山あり谷ありの日々でしたよね。 
生まれた時から現在までの状況を書く機会があり、アルバムや記念物など色々なものを

見ながら思いをよみがえらせています。 
20年と言葉でいうのは簡単ですが、840gというとっても小さな体で生まれ、色々な困難

を頑張って乗り越え、20才を迎えられた事を感慨深く思っています。 
親としての苦労も色々ありましたが、穂歌自身の苦労が何倍も大きかったと思います。

自分で出来る事が少ない為、どうしても人の力を借りなくてはいけない環境の中で、周り
の人に常に気を使いながらもいつも笑顔を絶やさずに感謝している穂歌を見ていると、た
くましくもあり優しい子に育ってくれたなぁと嬉しく思います。 
家族の中でもしっかり者で、父さん母さんは頼りにしていますよ。父さん母さんがおか

しな事をしていると、いつもツッコミを入れてくれる我が家ではおちゃめな穂歌です。 
少し頼りない両親かもしれないけれど、これからの人生も楽しく過ごしてい 

きましょうね。穂歌スマイルをたくさん振りまいて、つらい事も吹き飛ばし周り 
の皆んなを楽しませてください。お互い体に気を付けて、これからも色々な思 

い出を作っていきましょう。 

母より 

～折口さんのお母さんからの手紙～ 

～柏倉さんのお母さんからの手紙～ 

柏倉穂歌さん 折口優人さん 

「サポートセンターたまご」として新たにスタートしました 

 

 

第２３回ふれあいコンサートに参加して 

 

2017 年１２月 9 日 

 

今年で２３回を迎えるふれあいコンサート(以降=ふれコン)の存在を知ったのはごく最近の事で
す。初めてふれコンに観客として参加させてもらうまで自分の中で、少々葛藤がありました。 
今年の夏頃から筋疾患のため自宅入浴が困難となり困っていた所、たまご会で受け入れて下さ

いました。それまでは人付き合いが苦手だったこともあり、ほとんど引きこもり状態だった私
を、心配された福祉担当者さんのお取り計らいで、現在の運びになったと感じています。 
引っ込み思案だった自分が、たまご会の仲間や職員さんの励ましのお陰で少しずつ自分の世界

が広がっていき、この度ふれコンという素敵な場所へ出掛けて行くことが出来ました。 
舞台に出演された皆さん、ふれコンを陰で支えられた皆さん、歓声・拍手を送られた観客の皆

さん、全てが一体となり絆というパワーに包まれたような温かいコンサートで、すっかり元気を
もらいました。舞台の皆さんの、練習の成果が表れた、歌やダンスに本当に楽しい時間を過ごす
ことが出来ました。 
出掛けていくと、こんなにもいいことがあるのだなぁ、と思える一日になりました。同じよう

に感じられる方が一人でも増えたら、とても素敵なことだと思います。 
この日のために身骨を削って頑張って下さった皆様に心より感謝いたします。 
本当にありがとうございました。                      福井 正美 「サポートセンターたまごの５本の矢」 


