
　明星保育園の園児の皆さんと、学園の畑でサツ
マイモ芋植え交流会をしました。天候にも恵ま
れ、メンバーさんと園児のみなさんの元気な声と
笑い声が、青空に響きました。収穫したサツマイ
モは、明星学園きらめき祭で販売します。

明星保育園との芋植え交流会
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各クラスでの取り組みを紹介したいと思います。

夏にはここで

お花を見なが

らの会食会を

…

今年の夏の会食会に

向け、苗や種をまき、

楽しみにしています。

これから何を作

るか皆で相談し

て行く所です。

何を作ろうか

な？？？

作るのが大好き

〜♥

虹組では柏餅を作り

みんなでワイワイ楽

しんでいます。

夏の野菜も頑張っ夏の野菜も頑張ってて

作っていますよ〜作っていますよ〜。。

皆作るのが楽しみ

そしてもっとステキ

なのがこの食欲

雪組ではパートさんを中心に、ペコ

ペコクラブを毎月開催しています。い

ろんな料理を作れるのでみんな楽し

みにしています。

とっても

いい表情

６月は

クレープに挑戦

いただきます

まんぞく♥

みよ鎧 この

包丁さばき。フライパン慣れた

手つきいいね〜
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高男さん　「信じる気持ち」
『もしもし明星学園の◯◯ですが、古瀬高男さんの

お兄さんの件についてですが…』

『見つかっていませんね。これからも探しますね』

ツー、ツー、ツー…。

　毎月１回福祉課に電話をして兄の行方に関する

情報がないか確認していた。こんなやりとりを高

男さんはどんな気持ちで聞いていたのだろう？

　「またか…」「もう見つからないのかな…」と諦

めてしまいそうな状態だったが、電話の掲示が無

いと声が出たり、電話が出来ていないと怒れたり

する姿を見るときっとどこかで生きていてほしい

と思っていたのではないだろうか…。両親は既に

他界し、面会や帰省が無い高男さんにとってはた

だ一つの希望のひかりだったに違いない。高男さ

んは諦めることなく信じ続けていたんだと思う。

『いつか会えるよね』

　その気持ちが通じたのかある日、一本の電話が

入る。

　「お兄さんが救急搬送され手術が必要。弟さんは

身元引受人になれませんか？」という電話だった。

ずっと知りたかった兄の所在。手術も成功し面会

が出来るとのことで、本人とも表情カードを用い

て気持ちを聞くと「びっくりした」「うれしい」を

選ぶ。連絡が取れなくなってからは「ぐすん、悲

しい」「ひどいよ、傷ついた」を選ぶ。お兄さんと

病室で面会も出

来るとのことで、

会いに行ってい

る。最初は緊張

していたが、話

しているうちに笑

顔で話してくれて

いる。その後、兄

とは月に１回の外出の際に一緒に食事を食べたり、

お墓参りに行ったり、今年は初めて家族会食会に

も参加、高男さんの誕生日も学園でお祝いしまし

た。

　私たちが出来る事…。それは目の前にいる人の

気持ちを想像し、確認して応援し続ける事なんだ

と改めて思いました。ほとんど手がかりがない状

況であっても信じて待ち続ける事で、状況が好転

することがあります。その間、途切れることなく

『いつか会えるかもしれない』という気持ちを応援

し続けた結果が今の状況であるし、また状況が変

わった現在はこれからの兄弟の付き合いとしてど

んなことをし

ていきたいの

か？高男さん

と相談して、

一つずつ兄弟

としての時間

を作って行け

たらと思いま

す。
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ブレークスルーKBREAK
THROUGH

私を変えたあの日、あの瞬間

『あなた』が変わり『私』も変わる
『溝口何やってんだ！ 僕たちとちゃんと向き合って！』　　溝口　隆伸

平成11年4月入社。虹組勤務を経て、虹組生活主任、星組主任を歴任。平成20年4月、再び虹
組生活主任、GHサービス管理責任者を経て、平成29年4月より星組主任となり、現在に至る。
勤続17年の明星一番星企画運営委員長。相談支援専門員。

支援員プロフィール★溝口隆伸

　入社7年目の春、私は明星学園の中では強度行動障
がいの強い利用者さんが集まるクラス（星組）の主任と
しての異動を命じられました。その時は正直「どうしよ
う…でもなんとかなるよ！」と楽観的な気持ちで居まし

た。なぜなら
私は虹組と呼
ばれるクラス
で６年間、主
任として勤務
していて正直
なところ「何
とかなる」と
舞い上がって
いた頃でし
た。でも新ク
ラスに着任し
て早々、星組
の利用者さん
から洗礼を受

けました。たとえばＮさんは食事介助に入った私の前で
「ア～！」と叫んだかと思うと目の前にあったお盆が宙
を舞っていました。言葉で会話が出来る利用者さんが集
まる虹組とは違い、言葉で気持ちを伝えることが難しい
利用者さんの前では私は無力でした。うぬぼれていたん
ですね！更に試練が続きます。「溝口この野郎！」Ｋさん
からの突然の攻撃が始まったのです。毎日出勤すると同
時に「この野郎」と後を追っかけて叩いてきますが、訳
が分からないまま逃げ回る日々が1ヶ月続きました。「何
がいけないんだろう」「自分は必要にされていないのか？」
と自問自答する中で「辞めようかな…」と思った時期で
した。

　そんな時にＫさんを囲んで一緒にお付き合いを
しました。「Ｋさんの気持ちがわからないんだ！だから
教えてもらえないかな？」Ｋさんは固く目をつぶってい

ました。しかし気持ちを聞く中で出てきたのは「あなた
さ、僕たちと何でちゃんと向き合ってくれないの？あな
た主任でしょ」そこで私は「溝口はちゃんと向き合って
いるよ」と答えました。でもＫさんの答えは「いいや、
向き合ってないね、あなた僕が困っているとき他の職員
に任せて逃げてるよね、何で逃げるの？僕の困ってるこ
とがわからなくてもちゃんとぶつかって来てよ！」全身
に雷が落ちた気分になりました。そうです。無意識のう
ちにメンバーさんから逃げていた自分を見透かされて
いたことに気付いたのです。「かっこいい事を言ってい
るんじゃなくて、泥臭くてもちゃんと自分たちに向き
合ってほしい」Ｋさんから教えてもらったこの体験がな
ければ今の私はありませんでした。私は心を入れ替えて
その日から真剣に向き合いました。ふと気づいた時には
Ｋさんからの攻撃は止まりＫさんの笑顔が面前にあり
ました。

　今年10年ぶりに星組に異動することになり、春先
から慌ただしい毎日を送っていますが、今でも困難支援
事例で悩み心が折れそうになる時が多々あります。でも
この体験あるからこそ「今はつらいけど、向き合うこと
できっと道が開ける」と思い仕事をしている自分が居ま
す。逆にこの出来事がなかったら今の私は無かったと思
います。信じられないかもしれませんが利用者さんは職
員の弱点を見つけてそこを指摘してくれることでその
職員に弱点を気づかせてくれます。「あなた」が変わり
「私」も変わる。本当なら私た ちが利用者さんを支え

ないといけないのに、
利用者さんが私たちを
支えてくれていること
に気付かされます。私
はこの素晴らしい職場
に勤めることが出来た
ことを今でも誇りに
思っています。
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していないよな。お父さんの大好きな彼女だから、

父の日はきっと大切だろうな。相談が遅くなったの

を謝って、父の日のプレゼントのことを相談してみ

よう。」

そんなわけで、相談が始まります。目が見えない彼

女なので、写真カードが役に立ちません。「父の日が

もうすぐですね。相談が遅くなってごめんなさいね。」

出ていた声が「ピタリ」と止まります。どうも話の内

容は、当たっているようです。「順番にプレゼントの

名前を言っていきますの

で、これだ！という時に

教えて下さいね。」

まずは、定番の父の日

プレゼントから上げてい

きます。「ネクタイ？」…

「シーン」、「ハンカチ？」…

「シーン」、…どうも違う

ようです。こうなれば、彼女のこれまでの人生の

物語を紐解きながら当てずっぽうです。「すき焼

き？」ここで彼女の手が職員の方にその姿を探っ

ているように伸びます。「すき焼きの牛肉なの？」

…強く職員を引っ張り、そして抱きついてきま

した。どうもすき焼きの牛肉で良いようです。

「プレゼントは牛肉なんだ。そう言えばお父さ

ん、すき焼き大好きだったよね。よく覚えてい

たね。」「なかなかいいプレゼントだと思うよ。お父

さんもきっと喜ぶよ」これで彼女は、またしっかり

と眠りにつくことができました。

社会の常識では計れない彼女の行動、理解力、想

像力、そして、やさしさ、思いやり…。さらにそれを

職員に伝えたいという強い思い…。

夜中起きてくるという彼女の行動が、父の日にす

き焼きの牛肉をプレゼントしたいにつながる。彼女

の強い発信力と支援職員の受信力とが相まって、彼

女の幸せが高まっていきます。

重い知的障がいがある方々にとって、「母の日」や

「父の日」が、私たち定型発達者と同等に、イヤ、あ

るいはそれ以上に意味ある存在になっているという

真実は、近くで暮らしているご家族の方にとっても

知らないことのように思える。

第一、カレンダーや数字、そして日付けがわからな

い重い知的障がいの方が、どうやって母の日や父の日

の日程がわかるのかという疑問…。その次に、たとえ

日程がわかったとしても（例えば、教えられて）、そ

の意味するところ、活用の方法がわかるのか

という疑問…。そして三番目には、たとえその

ような意味がわかったとしても（例えば、何回

も教えられて）、そのような気持ちが育つ可能

性がないのではないかという疑問…。

さて、社会の常識は、現場の常識にあらずで

す。彼らには、どうも日程もわかるようだし、

母の日や父の日が日頃の感謝の気持ちを、例

えばプレゼントなどを

通して伝える日である

こともわかっているら

しい。そして、その感謝

の気持ちは、私たちが抱

いているような感謝の

質を越えて、より真摯な

深いものであるらしい。

例えば、こんなことが起こります。一年のほとん

どを途中覚醒などしないでぐっすり安眠する方が、

父の日を一週間後に控えて、突然夜中に起きてきま

す。断続的に大きな声も出ています。抱えている障

がいは最重度、身辺のことは全介助、もちろん喋る

ことはできません。おまけに視覚障がいと運動障が

い、つまり見ることも歩くことも十分にできません。

夜勤の職員も一年に一回あるか無いかの行動にびっ

くりです。幸い支援力の高い職員が今晩の夜勤者で

す。「どうして起きて来たんだろう？あれーっ、父の

日のプレゼント決まっていたっけな？確かまだ相談
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●地区の方より、ぞう

きん６３枚を寄贈してい

ただきました。

ありがとうございました。

障害者支援施設

明 星 学 園（生活介護事業）（施設入所支援事業）

第二明星学園（生活介護事業）（施設入所支援事業）
〒３９９-２５６１ 飯田市駄科２２５０

TEL ０２６５-２６-９４５６　FAX ０２６５-２６-９０９４

ホームページ http://www.myojo-gakuen.or.jp

メールアドレス myojo-gakuen-iida@clock.ocn.ne.jp

明星保育園
〒３９５-０８０７ 飯田市鼎切石３９２８

TEL ０２６５-２４-８０２０　FAX ０２６５-２４-８００８
ホームページ www.myoujou-hoikuen.com

メールアドレス myoujou-408@juno.ocn.ne.jp

北方日の出ホーム
〒３９５-０１５１ 飯田市北方６１-７　TEL ０２６５-４８-８０７０

北方のぞみハイツ
〒３９５-０１５１ 飯田市北方６８-７　TEL ０２６５-４８-０８８５

社会福祉法人　明　　星　　会

平成２９年度（４月〜７月）　明星学園・第二明星学園苦情・虐待（人権侵害）に関する通報事案

①苦情

　明星学園：２件　　第二明星学園：２件

　対応）・苦情受付書作成　・苦情内容の検討　・対応を検討（報告書作成）　・提起者に報告

②人権侵害・虐待を疑わせる通報

　明星学園：０件　　第二明星学園：０件

③園内虐待防止、人権侵害等防止に関する取組

　・虐待防止委員会の設置（啓発、受付、調査、改善策の検討）

　・人材育成委員会よりの定期的課題提供の実施（意識向上、啓発）

　・研修会への職員参加。

　・園内研修会の実施。

　・各クラスで人権擁護、虐待防止に関わる強化週間の設定。

♡結の街メール♡
寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄 贈贈贈贈贈贈贈贈贈贈贈贈贈贈贈贈贈贈贈贈贈贈

いただいたぞうきんは、

食事回りや生活回りで使

わせていただいています。


