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ＴＧＷ親の会が発足して三ヶ月。会社や光陽福祉会の皆様には全面的にご協力、ご支援を頂き、心より感謝

致します。思い返すと、小・中学校でも支援学級の親の会を作り、定例会や通信で学級以外の周りの人に障がい

を理解してもらったり、夏休みに先生や不登校の子ども達も巻き込んでキャンプ合宿などをしました。何より親同

士つながりがあることが、子どもにとってもいいことだと感じました。

息子が社会人になった今も、親の会で保護者のつながりが持てることをありがたく思っています。情報交換し、

それぞれが抱える不安や悩みを共有し、学びあう・・いろんな人との関わりの中で子どもが育っていくことが大切

だと思っています。コミュニケーションが苦手な子どもたちも、親同士が仲良くしている姿を見ると安心するようで

す。息子も親の会から帰ってくると、必ず「今日は誰が来た？」と聞きます。私が答えると、ニコリとうれしそうな表

情をします。きっと、会社の仲間と身近になれた気分になるんでしょうね。

息子がＴＧＷでお世話になって一年半。会社があるときは、目覚まし時計を使い自分で起き、顔を洗ってドライ

ヤーをかけ、テレビの天気予報を見て、雨が降りそうならカッパ・替えの靴下・タオルなどを自分で用意します。自

転車用ヘルメット・弁当・お茶・連絡ノート・作業用ポロシャツと、毎日けっこうな荷物になりますが、実にさっさと用

意します。全てのことがはじめから出来たわけではなく、積み重ねることで少しずつ身についていくものですね。

行ってらっしゃいのハイタッチをしてバイバイ。それからの道のりが長く、バス→電車→自転車→会社とたどり着く

わけです。通勤にはいろんなことが起こります。雪でバスが遅れ、電車は止まる。（会社に連絡して遅延証明をも

らいます）自転車がパンク。（会社に着いたら提携している自転車屋に自分で電話をし、仕事をしている間に修理

してもらい支払いをして領収書をもらいます。）その都度ドキドキ慌てたと思いますが、ジョブコーチの方の適切な

対応と声掛けで気持ちを切り替えて仕事に取り組むことができるようです。トラブルはいろんなことが出来るように

してくれるものですね。経験って大切です。

恵まれた環境の中で意欲的に仕事をさせていただけることに感謝して、私は毎日会社の連絡ノートを書かせて

もらっています。息子もこの連絡ノートで一日を振り返り書いています。ジョブコーチの方のコメントは「今日も一日

お疲れさま」に始まり、必ず最後は「明日もよろしく」や「明日も一緒に頑張ろうね」で締めくくってありますので、子

ども達は一日を充実感と自己肯定感で終わることが出来ます。コツコツやる作業は息子に合っているようで仕事

が大好きですが、ＴＧＷに巡り会うまでにはいろんなことがありました。特別支援学校の高等部に入ってから3年

生の秋までいろいろ現場実習をしましたが、どの会社も雇用までには至りませんでした。思春期の苛立ちと進路

が決まらないことへの不安から、パニックになることが度々ありました。息子の気持ちをひたすら受け止めながらも、

きっともっと合う仕事に出会えると信じて、焦らず諦めず先生と懇談を重ねました。11月に先生からＴＧＷの話を

聞いたときは「これだ！」と思い、あとは頑張る息子を精一杯応援しました。正社員になるまでの過程は長かった

けれど、その分仕事に対する思いは強いようです。給料を頂いているのですからレベルアップは必要ですし、仕

事に責任も求められますが、息子なりにやりがいや向上心も芽生えています。その芽を大切に育て見守っていこ

うと思います。

アッという間の一年半。でも、自立までの道のりを考えるとたったの一年半。「ひかり」に載せていただくことで、

今までを振り返ることができました。ありがとうございます。まだまだ課題は山積みです。これからも「子どもの自

立を考える」ために親は何をすればいいのか。親の会皆で考え、行動していきたいと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。



未就学部が始まったのは６月から・・・
この夏休みは広いお部屋からちょっと小さな部屋へと
お引越し ようやく慣れたはずだったのに環境の変化
に少し戸惑いながらの再スタート
でもこの夏休みを乗り越えて 一皮むけたちびっ子
達 泣きながら利用に入る我が子を心の中で泣きな
がら笑顔で送り出して頂いた母の頑張りが実を結び
ました

酢の匂いが鼻を刺激・・・ いい匂いと感じる子 ツーンとする独特な匂いに降参
する子と様々な反応 でも食べ物には変わりなく興味津々に取り組んでいました
稲荷寿司作りでは・・・ ご飯が手にくっつき悪戦苦闘 あげはべたべたで気持ち
悪いし・・・という具合 でも自然と笑顔になっている
サラダ巻きでは・・・ 手順にそってたくさんの具材を並べ 力いっぱい巻き込ん
でいきます けれど具を欲張りすぎ 海苔は破裂寸前 少し苦笑い でも何とか
形になりました



小学部の夏休みの外出はこれが
最初で最後 参加できた子ども達も
限定されてしまいました
（行けなかった子達 ごめんなさい）

バスと電車を乗り継いで行った先は
～水の都大垣～ です
大人から見るとそこまで・・・と言う
距離になるかも知れないけど
子ども達にとっては小さな旅行
緊張した中から見せる とびきりの
笑顔 楽しかったことが伝わります

ピアゴでの支払い・買物訓練 回を重ねるごとにお家からのおつかい
はハードルが高くなってきました（笑）
こんな子がいました・・・
はじめてのおつかいはたしかきゅうり１本から そして２本 ３本と
きゅうりが増え 今年の夏の買物ではきゅうりとトマトにおつかいリストが増えました
少しづつ 少しづつ 個数が増え 種類が増え そして少しづつ自信がついてきました
スモールステップの繰り返し 確かめながら次へのステップへ 買物リストが増える度に職員も嬉しくなりま
した

こんな子もいました・・・
ピアゴでの買物 事前に商品をチェックして頂いたママに先ず感謝
ありがとうございます
今日のお買物は３連のベーコン 職員の不安は・・・ベーコンとハムの違
いに気付いてくれるのかな？・・・という思い
予想は的中 ３連の・・・というところで右手にはハム 左手にはベーコン
を持ちかなり長い間悩んでいた
そんなところにタイミングよく 周りでささやく友だち ハムをもちながら
「ベーコン ベーコン」」と悪魔のささやき

職員の気持ちとしては ファイナルアンサー・・・
だした答えは「大正解」 緊張の瞬間でした（笑）
次の機会には 同じ買物リスト 長い間悩んでいた・・・と報告を聞いて
きっとママがもう一度チャンスを作ってくれたのだと思います
そして 見事に３連のベーコンを悩まず選ぶ事ができた子もいます

この取り組みは親と子が一緒に
なって取り組んだものだと思って
います
保護者の皆様
ご協力ありがとうございました

次回は冬休みになります
次回もご協力宜しくお願いします



小学部・中高生の部とそれぞれが役割りを分担し縁日を作り上げました
小学部は２グループに別れフランクフルト班 ・ たこ焼き班を結成
フランクフルト班は指先をクルッ クルッとねじりながら焦げ目を上手にいれることができ 切り目がぱっくり割れて
いく様子を眺め 美味しそうな匂いに生ツバを飲み込む気持ちで取り組みました 頑張って取り組んだので思った
よりも早く準備が終わりました
ところが横には悪戦苦闘しているたこ焼き班 応援に入り手伝うことになりました

たこ焼き班はぶきっちょさんが多かったのかな・・・ はじめての取り組みに時間が
かかっていました （写真がなくてごめんなさい）

中高生は難しいヨーヨー風船作りに挑戦！！
先ずは風船を軽く伸ばします けれどゴムは弾力がありしっかりと指先で持っても
バッチ～ンと指から離れてしまいます
何度も失敗を重ねる間にあきらめモードも漂い
始める 「大丈夫出来るよ」の励ましの言葉に
支えられながら頑張りました
次の難関はポンプに水を吸い込ませ風船に
空気と一緒に注入 これがまたまた大きな試練
今度は失敗すると空気と一緒に入れている
水が返り血のように襲ってくるのです
でもこの状況は楽しかったようです
頑張る中での喜びと悔しさの葛藤が
味わえた取り組みとなりました



縁日では先ずはお店屋さん 可愛いちびっ子
達がママたちと遊びに来てくれました
「いらっしゃいませ 何にしますか？」
「輪投げ１回５０円 おもしろいよ」とセールス
トークが飛び交います
お客さんとの対応も なりきりマンで的屋のお
兄ちゃんさながらでした・・・
ちびっ子達が帰ったあとはお客さん 財布を持ち好

きなお店の前に並びます この時のお店
屋さんは職員が担当 ゆっくり時間をかけ
て支払い訓練 楽しい事の前にはお勉強
（笑） １つ１つお金を確認しながら支払って
います この日は食べることも全てがセルフ
だから持ち物の管理も自分 買ったものと食
べる物 そして財布 お店屋さんに忘れていく
財布があったり 食べていた席にお菓子の
忘れ物 何回も同じ店に並ぶ子 一人では
お店屋さんに並べない子 いろんなハプニン
グがありながらの縁日
でも笑顔と笑い声が耐えない一日でした



「横井先生とがんばるぞ―。」

運動会の練習が始まった時、目を大きく見開き、笑顔で言ってくれました。

あまりにも嬉しい事を言ってくれるので、私も思わず「先生もがんばるぞー。」と力強く右手こ

ぶしをつき上げていた。

こうして始まった運動会の練習。朝晩は、とても涼しくなったが、日中はまだまだ厳しい暑

さ。それでも練習の時は、指示されたとうりに動き、みんなと一緒にがんばっていた。

徒競争、１～３年全員リレー、大玉ころがし・・・・。楽しみにしていた大好きなお母さんの弁

当。たくさんの人たちの応援。

目標に向かって、自分の気持ちを少しずつコントロールできるようになってきました。

また１つ大きく成長したなと感じた時です。

私にとっても、とても嬉しい瞬間でした。

乗馬では７月から新しい子を迎えたことで、共に頑張る友達が変わったり、担当の先生が変わったりしていま
すが、この変化が子ども達に良い結果をもたらしてくれています。共に頑張る相手がかわったことで、先輩として
良い姿を見せようと張り切る姿・お互いに高め合おうとする姿が見られています。

騎乗の前には引き馬をすることもプログラムの中に新しく組み込まれました。砂の上で
馬を引きながら歩くのですが、この砂の上・・・と言うのが思った以上に体力がいるのです。
知らない間に体力強化につながっている一つ。脚力がつき下半身に安定感が出てきて
います。見るからに体力作りのプログラムでは続かない事も、みんなが楽しみにしている
馬とのふれあいの中で取り組めるものは、身に付く事も継続す
る事もできるのです。楽しみと変化を持たせること、そして、その
様々な変化にも対応できる力が
発揮できたことに頼もしさと成長
を感じています。子ども達の日々
の中にも必ず成長があることを
感じました。



働くすがた
～継続雇用に向けて～

衣更えの季節…10月に入りました。

毎日、仕事を頑張る子ども達。4月・5月から子ども達を見てきて、この日々の積み重ねがあっ

て、今の集中力・スキルアップに繋がっているのだと実感じています。

子ども達の成長は、目で見てもわかる程です。これは子ども達全員が、努力してきた結果なの

です。努力し頑張る事は、とても大切なのだと私たちジョブコーチ自身も身を持って感じていま

す。反対に子ども達から教えてもらっているのかもしれません。

TGWの方と光陽福祉会の目標は、お互いが助け合い、話し合い、“子ども達が主役の職場”

にすることです。そして、最終的には、“子ども達自身の自立”なのです。“自立”することは、と

ても難しいことです。しかし、子ども達の5年後・10年後の事も考えていかなければなりません。

その為には、家族の方の支えが最も重要なのです。今から、生活面でも一人でできる力を子ど

も達にはつけていって欲しいと思っています。

まず、自立するには世間・社会的なマナーを知らなければならないですし、今まで家族の方

が当たり前の様に行ってくれていた事も自分達でしていく“力”をつけていかなければいけませ

ん。

これから先、彼らが一人でも暮らせていけるように考えていかなければならないのす。

今なら、近くに家族もいて助けてもらえます。若いから「知らなくてもしかたない…。」と許して

もらえる部分も多くあります。

しかし、彼らもいつまでも若くはありません。来年には、新入社員を向かえ先輩にもなるので

す。今のうちに社会での一般常識も身につけていかなければならないのです。

ジョブコーチとしても、これから先の彼らを見守っていかなければならないと深く感じています。

そして、毎日の仕事を通し、辛いときには仲間と励まし合う事や仲間の存在の大切さ、仕事を

続ける事の大切さを感じられる人になって欲しいと思っています。一つの仕事を頑張り続ける

事は彼らの自立への第一歩になるのではないでしょうか。日々の生活の中には、いろいろある

と思いますが、彼らの負けない強い心の成長を期待しています。

必ず乗り越えられる“力”を持っていたからこそ実習を含め、この半年間を頑張ってこられたの

ですから…。

毎日の仕事・生活を大切に“自立”に向けて頑張って欲しいと思っています。今の彼らには、

この毎日が勉強です。たくさんの事を吸収し自分のものにしていって下さい。

応援しています。そして、私たちジョブコーチも彼らと共に一緒に成長していきたいと思って

います。



（移動支援）

１０月２２日（土） プール指導（大阪障害者スポーツ指導者 講師中野先生）

（愛西市特別支援教育支援員）
１０月１日（土） 運動会 勝幡小学校 立田北部小学校

お知らせ

今月の予定
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編集後記
９月は、「長月」といわれるとおり、日が暮れるのが大変早くなり、朝晩がめっきりすずしくなってきました。
一方、日中はというと、肌が痛いくらいの陽ざしの強さで、まだまだ暑い日が続いております。
そんな中、あちこちの中学校や小学校で、運動会が開催されました。子ども達の「頑張る姿」って見ていても気持ちがいい
ですよね。ゴールに向かって一生懸命走る姿、リズムに合わせて、にこにこと楽しそうに踊っている姿。みんなで、肩を組合
い一緒に競技をしている中、足がついていけず、もつれ、転んでしまい、立ち上がりながらもまた転んでしまう・・それでも
めげず立ち上がり・・を繰り返す中、仲間に励まされながら、なんとかゴール！！こういう場面をみていると応援席の私達も
自然と力が入り、思わず、がんばれ！がんばれ！と、ついつい声がでてしまいます。
一つの目標に向かって、なんのためらいもなく、ひたすら立ち向かう姿。普段では、なかなか見ることのできない子ども達
の様子。環境、境遇にもめげず、頑張る姿から、ほんとうにたくさんの勇気と感動をもらいました。そんな大切な子ども達に
は、この頑張る気持ち・経験を糧に、これからいくつもでてくるであろう「壁」にめげず立ち向かって行って欲しいものです。

（サポートセンターつぼみ）
１０月２１日（金） つぼみ茶屋

今月の「つぼみ茶屋」では、五平餅を販売致します。

５時４０分から販売致します。皆さん、ぜひ買いに来て下さいね。

レシピの
紹介

【一口カップケーキ】 （シリコンカップ（小）２０個分＋α）

ホットケーキミックス ２００ｇ

サラダ油 大さじ ２杯

野菜ジュ－ス １２０ｃｃ

玉子 ２個

砂糖 大さじ ４杯

ジャム 適宜 （大さじ１～２杯位）

ドライフルーツなどのトッピング

前回の会報誌に引き
続き、第２弾です。
子ども達のおやつ作
りで作りました。
これも問い合わせの
多かったレシピです。
みなさんも是非つくっ
てみて下さい。

☆作り方☆

1. ホットケーキミックスの分量を量る

2. ジュースの分量を量る

3. ボールに玉子を割りほぐす （砂糖も入れる）

4. 野菜ジュース・サラダ油を加え、泡立て器で混ぜる

5. ジャム（お好みの種類で。つぼみではりんごジャム）を加えて混ぜる。

6. ホットケーキミックスを加えて混ぜる。

7. スプーンですくって一杯ずつカップに入れる。

8. トッピングをのせる。

9. 蒸し器で１２分くらい蒸す。

10. 竹串を刺して、なにもついてこなければできあがり！！

※ １つのカップに大さじ１杯強位の分量です。かなり小さいカップの場合です。

※ 紙カップに入れて蒸す場合は、さらにプリンカップなどに入れて蒸すと、

横に広がらず、上手くでき上がると思います。


