
 

 

 

 

 

さわおとの森は成り立ちから１０余年、幾多の労苦

や人材が今日を築いてきた。そして、これからの向か

う先として、利用児（者）に対する揺るぎない福祉サ

ービスを提供していくことこそが我々施設職員に求

められている。 

覚悟と気概 

ある日、その利用者は生活介護活動の一環で「あの

ねの森」にやってきた。 

はにかんだような笑顔と、慎ましやかな仕草が印象

的な彼女には複数の障がいがあり、他の支援を必要と

していた。 

一方で、食することへの執念も見せる。昼前に注文

した彼女分の弁当が届くと、それを食べやすくするた

めに職員がご飯やハンバーグなどを細かく区分けす

る。しかし、彼女は指先へ及ぼす力が弱いので、「震

える手でフォークやスプーンを持つ・覚束ない手つき

で口に運ぶ・頬張る・取りこぼす・また頬張る・こぼ

す」。このことの繰り返しで、なかなか完食までたど

り着かない。凄まじいとも形容できるこの様子。仰々

しくなるが、まさに彼女が生と向き合っている瞬間そ

のものなのである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この彼女の奮戦の姿に、サービスを提供する側の腰 

の据え方を思い知らされることとなった。彼女のさま

ざまな意欲に応えるにはどうすべきか、あるべきか。

専門的技術や知識を繰るのもさることながら、確かな

社是の下、粘り強く向き合う職員の覚悟と法人の気概

の在りようが、まさしく今、問われている。 

品性と品格 

 職員のみならず、人間はそれぞれ品位・品性を具備

していなければならない。品位とは人間に備わってい

る人格的価値であり、品性は人間の性格を道徳的価値

として見る場合の呼称である。一方、品格と言うのは

ものの善悪の程度、品位、気品を言い、人間のみなら

ず、社会全体や地域にも当てはめることができる。し

かしながら、現代は恥をなくした人々や世間体を気に

しない人たちで溢れ、品格云々を話題にすることすら

憚れる社会と化している。実に嘆かわしい、寂し過ぎ

る現状にある。 

謙虚に自らを省み、自らを磨こうとしなければ、職

員個人も施設も品性など身につかない。いくら美辞麗

句を並べ立てても、品格のない施設は何かしら問題が

起きると、危機対応の中でたちまちのうちにその正体

を、つまり馬脚を現すことになる。 

傾聴の態度 

コミュニケーションの根源は聞くことである。ひた

すら相手の話を肯定的態度で聞くことである。相手の

話すことに耳も心も傾けて聞く。相手の言い分を無心

に聞く。このような「傾聴」の態度は、「問題を抱え

ている話し手が、聞き手に受容されていると感じ、悩

みを吐き出し、新しい気づきが生まれる」という指摘

がある。仕事面でも日常生活でも傾聴することで、相

手に安心感、信頼感が生まれ、より良き人間関係がで

きてくる。 

あのねの森・園長 髙橋 正藏
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地域生活支援拠点の整備に向けて 

 現在、市町村に福祉関連の子育てや介護、健康等の計画策定が義務付けられており、その中に障害福祉も含ま

れている。 

昨年４月から始まった第４期障害福祉計画に、「地域生活支援拠点等の整備」が加えられた。国では、この整

備について「障がい者の重度化・高齢化や親亡き後を見据え、居住支援のための機能（相談、体験の機会・場、

緊急時の受け入れ・対応、専門性、地域の体制づくり）を、地域の実情に応じた創意工夫により整備し、障がい

者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制を構築する」と謳（うた）っている。 

具体的には、障がい者（児）やその家族が地域の中で安心して生活ができるよう、緊急事態に対応できる①「多

機能拠点整備型」と②「面的整備型」を言う。①は、いつでも相談できる体制や緊急ショートステイ、居住場所

を確保（体験の場も含む）して自立生活を営むグループホーム、そして日中に活動する事業所を１か所に集約す

る施設整備のこと。②は、既存のサービス事業所を機能強化して、それぞれ役割を分散させる整備のこと。しか

し、どちらの整備も市町村からの支援（資金援助）がなければ実施できず、さらなる連携が求められている。 

この整備計画は、塩竈・多賀城市、松島・七ヶ浜・利府町の２市３町からなる宮城東部地域自立支援協議会で検

討が重ねられている。今後、行政・事業所・当事者団体が一体となり、さまざまな声をどのように反映し、整備

していくかが課題となっている。 

 

 

「法人さわおとの森」の整備計画 

 当法人の事業所である「発達支援ランドあのねの森」は、利府町菅谷にある築４０余年の民家を賃借する施設

である。当該施設は、設置基準において消防法や建築基準法に抵触する要素もあり、昨年度より利府支援学校の

隣地に移転新築する計画を進めてきた。これと並行して、「新・あのねの森」を現在、宮城東部地域自立支援協

議会で検討している整備計画に乗ずる形で、宮城県に対して施設整備費の補助を申請している。 

 施設整備の計画は、未就学児の支援、放課後等デイサービス、保育所や幼稚園にアドバイスを行う訪問支援、

障害児相談支援事業を取り込む。さらには、拠点整備の一環としてグループホームや緊急時のショートステイ、

コーディネーターの配置といった多機能の施設を構想している。 

 順調にいけば来年の１月から一部開園し、拠点機能は同年４月からを予定している。これは、宮城県最初の施

設となる予定で、当法人がこれまで提供してきた福祉サービスに加え、真に必要なサービスの機能が増えること

となる。 

法人さわおとの森副理事長 高橋 繁夫 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用者も職員も、そして法人も一段高みへ 

 

 陽の光やわらぎ、吹く風からも冷たさが消えて、麗らかな春がすぐそこまで、という感じの今日この頃です。 

 さわおとの森の各園では卒園式を間近に控え、またその先の新入園生の迎え入れの諸準備にと余念のないとこ

ろですが、さらに満１０年目の今年は、「発達支援ランド」の移転という新しい局面を迎え、その対応に役職員

こぞって力を奮っているところです。 

 それというのも、利府町内にある同施設は築４０年、狭小かつ設置基準上で移転を余儀なくされていたところ、

縁あって利府支援学校の南隣りに適地が得られ、諸重条件のクリアを経て施設整備の緒につけたところだからで

す。 

 しかるに、利用者関係団体・行政・地域自立支援協議会等から、応援・要請・支援のお声掛けをいただき、緊

急短期入所・共同生活援助・同体験ステイ・生活支援コーディネーターの配置等々、地域生活支援機能具備の拠

点施設として整備することに、計画を大幅に見直して取り組んでいるところです。 

 この建設と新事業の展開で、さわおとの森は来年にも優に８０人を超える大所帯となります。この組織を３０

年後、揺るぎなく運営されているものとするためには、今の段階で重要な決めごと、すなわち、部門別に定めた

役職員による十分な研究と討議の下、人事規程や経理規程等を規定しておくことが肝要であると考えます。 

 この法制そのものが、職員の権利・義務や身分を保障し、事業・給与等の水準を確保していくことにもなるこ

とです。就中（なかんずく）、この規程の中での研修制度の充実が、保育・療育技術の向上となり、利用者への

真に必要なサービスの提供となって、利用者の自己実現に近づいていく因（よす）がとなれば、法人組織の存在

意義も厳に確定化していくことになります。 

 併せて、職員個々も、社会と仕事の中での精進によって自己実現を達成していければ、法人も品位ある安定し

た組織体になっていくものと考えております。 

法人さわおとの森・理事長 清野精維 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

“危なげ”から“堂々とした”足取りに 

  －こども発達センターあかいしの森の一年を振り返る－ 

 

 昨年の４月１日、あかいしの森の開園式が執り行われました。その日は湿気寒い雨の降る日となり、ご来賓や

ご父兄の皆様には足元の悪い中をご参列いただき、あらためて御礼申し上げます。 

 

 翌週の６日、未就学児「むーとん」の入園式が行われました。初めてあかいしの森に踏み入れた小さな足は、

どことなく危なげで、心配そうな表情を浮かべる子どもたちの不安な心が伝わってきたことを昨日のことのよう

に覚えています。次の日から活動を開始。椅子に座れない我が子に焦りと不安を抱くお母さん。提供される給食

に、一口も食べられない子どもたち・・・。何とか受け入れてもらおうと、食形態を工夫して栄養を摂り込んで

もらおうと、お母さんたちと職員が話し合いを重ね、作戦を練った日々。集団の活動に馴染めず、そこにも不安

な顔をした子どもたちがいました。また、我が子を初めて一人で通園させ、送り出すお母さんの期待と不安の入

り混じった複雑な気持ちなど。決して順風満帆に兎の登り坂のようにはいかない日々だったのではないかと回想

します。一方で、こうした不安をよそに、子どもたちは着実に力を蓄え、堂々とした足取りで、今日もあかいし

の森へ通って来ています。 

 午後から通園して来る「ぴーす」の子どもたちも同様です。４月、新たな環境に溶け込もうと、一生懸命に力

を注ぐ子どもたちにとって、その後のあかいしの森での活動時には、一抹の不安や疲れた様子が見てとれました。

しかし、どうしたことでしょう。最近の彼らは余裕すら見せて、職員顔負けの体力や気力、そしてアイデアに満

ち溢れた遊びの工夫など、一人ひとりが午後の時間を自分のものにしている気がします。 

 

 私たちは地面の上にある葉や茎や花を知っていますが、土の中にある根のことはよく知りません。地面に潜り

込んで見ることができないからです。地面の下にしっかり伸びた太い根は茎や幹を支えています。そして栄養分

を吸い上げます。今ある子どもたちの姿は、まさに日々の根の成長からだと思います。これからも土の中の根を

育てて、太い幹や綺麗な花が咲く栄養を、私たち大人が注ぎ続けていきたいと思います。 

 職員一同、これからも全力で皆様の応援をしていきますので、どうぞよろしくお願い致します。 

あかいしの森・園長 齋藤 純子 

 

 

 

 

 

 

 



向日葵の花のように 

 新年度が始まる時、「振り返ってみましょう！ 次に役立てましょう！」という素敵な言葉を見つけた。「朝の

あいさつや送り迎えは笑顔で出来ましたか？ 子どもたちの素晴らしい一面を見つけましたか？ 厳しい言葉

を投げつけていませんか？ 子どもがわがままと思えるような行動や態度をとった時、一呼吸おいてから丁寧に

自分の思いを伝えようとしましたか？ どんな状況の時も子どもたちの気持ちや言葉、行動に向き合い、関わっ

ていきましょう！」という言葉だった。 

 テラス沿いに、大人の背丈以上もある向日葵の花が咲いた時、経験を積み重ねていく未就学のお友達や、積み

重ねを大切に大人になっていく学童のお友達と関わりながら、皆さんの「ひまわり」になれたかな、なれている

かな？と、言葉を思い出しながら我が身を振り返っていた。そして、来年度も職員皆で向日葵の花のように、伸

び伸び、楽しく、元気なひまわり園となるよう、子どもたちと向き合っていきたいと考えている。 

塩竈市ひまわり園・主任 佐々木正美 

  

 さわおとの森の一年を振り返って 

 さわおとの森は県道からすぐの坂道を上っての所にあります。その坂の道なりに今年も四季折々の花が咲き、

そこを通るたびに心を癒（いや）され、いつも心豊かな気持ちにさせてもらいました。 

 姿・形は違えども、利用者やその家族、そして職員も、自分のステージで、出来得る範囲で毎日を生きている

ことと思います。その中で、物事がうまくいったり、いかなかったり。嬉しかったり、悲しかったり。いろいろ

な想いを抱えて・・・あっという間の一年が過ぎてしまいました。 

 思い返すと、晴れた日の園庭からはいつも未就学のどんぐりクラブの利用児や職員の歓声が聴こえていました。

お父さんたちが参加しての楽しい一日もありました。また、学童のくるみクラブでは普段できない地下鉄乗車体

験や、２月の豆まきでの俄か鬼の出現と福の神の登場で大いに盛り上がったこと。生活介護わのみの利用者は、

体力づくりのための散歩やウォーキングに励み、時には「さくら」の合唱が室内に響き渡ることもありました。 

 今年度もどんぐりクラブやくるみクラブ、わのみ、ショートステイ、居宅支援等のご利用、ありがとうござい

ました。 

さわおとの森・副園長 菅野桂子 

 

選ばれる事業所に 

思えば、あのねの森の平成２７年度は変動の年だった。開所当時からの山田園長をはじめ、複数の職員が新事

業所「あかいしの森」へ異動になった。そして、新たに髙橋園長と新規の職員が加わり、新体制での始動となっ

た。 

 職員だけではなく、事業内容でも変化があった。未就学（児童発達支援事業）がなくなり、代わりとして、さ

わおとの森の生活介護「わのみ」の利用者の一部が、午前中を過ごす場ともなった。 

いろいろと変わったところもあるが、子どもたちや保護者の方たちから選ばれる事業所でありたいという基本

的な思いは変わらずにスタートした。子どもたちは、今までいた職員がいなくなり、見覚えのない職員に戸惑う

こともあったが、すぐに慣れ、今ではずっと前からいたかのように一緒に活動をしたり遊んだりしている。 

活動では、前から好評だったクッキングや買い物体験、公園・公共施設を利用した活動や季節に合わせた活動

などを行ってきた。また、同法人内の他事業所との交流などもあった。 

どの活動でも楽しそうに参加している様（さま）を見ていると、「これからも頑張ろう！」という気持ちがわ

いてくる。これからも皆から選ばれる事業所でありたいと思う。 

あのねの森・主任 二科 壮太 

 

 



達成感を積み上げる 

 この頃、日々が仕事に追われる感じで、一日があっという間に過ぎ去っていく。とても早く一年が過ぎてしま

うと感じているので、２８年度は「ゆとり」をもって仕事ができるといいなあと思っている。 

 利用者には毎日楽しく元気に登園してもらうこと。まずこのことが優先事項である。そして、落ち着いた生活

の中で一人ひとりに合った支援を行い、利用者の「自分で出来ること」を伸ばしていきたい。 

 健康管理については、年間の検診を基にしながら、利用者の日ごろの健康や怪我などに配意すること。さらに

は、きめ細かなアドバイスができるよう、積極的に研修等に参加してスキルアップを図っていきたいと思ってい

る。 

 これからも職場内では笑顔を絶やさず、職員同士が「報告・連絡・相談」をしながら、利用者へのサービスが

しっかり提供できるよう働きやすい職場づくりに努めていこうと考えている。 

さわおとの森・看護師 千葉 圭子 

 

 皆と力を合わせて 

 関わっている皆さん一人ひとりから、いつも喜びをもらっており、感謝している。そして、皆さんを大切に育

てているご家族に尊敬の念を抱いている。 

 今まで皆さんの課題を解決しようとする際、一般論から「こうすべき」と考え、本人に我慢を強いることもあ

ったと反省している。しかし、本人の思いをしっかりと受け止め、本人に寄り添いながら解決方法を探っていき

たいと思っている。良く思われない行動にも必ず理由があり、それを知った上で対応策を模索していく。ご家族

や普段関わっている支援者からも、いつもたくさんのことを教えていただいている。これからも一緒に考えてい

こうと思っている。 

 成長は、自分から何かを楽しく行う時にこそ見られると感じている。一人ひとりの生活の全体像を捉え、将来

を見据えた上で、今を楽しむことを大切に支援していきたいと思う。そして、本人と家族がベストな生活を送っ

ていけるよう、彼らを中心に、福祉、保育・教育、行政、医療の担当者皆で、力を合わせていければと思ってい

る。 

法人さわおとの森・作業療法士 高橋 麻理 

 

 

 分かち合えるパートナーに 

 あかいしの森が開所して、まもなく１年、私の言語聴覚士人生も２年目を迎えようとしている。私はこの１年 

たくさんのことを学びながら、利用児、保護者、そして職員と、とても楽しく充実した時間を過ごさせてもらっ

た。 

 ２８年度に向けて、私の好きな言葉、スウェーデンのことわざを引用する。「喜びは分かち合うことによって

倍になり、悲しみは分かち合うことによって半分になる」。私の今年の抱負は、楽しいことも悲しいことも分か

ち合えるパートナーになること。そして、利用児、保護者はもちろん、職員からも必要とされる人間をめざした

いと思っている。 

まだまだ未熟で至らないところも多々あるが、初心を忘れず精進していこうと考えている。 

あかいしの森・言語聴覚士 小高 美咲 

 

 

 

 

 



『赤ちゃんボランティア』募集のお知らせ 

 あかいしの森では、ご利用の兄弟児と一緒に遊んでいただけるボランティア（交通費・弁当代程度支給）

を募集しています。都合の良い日だけでも構いませんので関心のある方はご連絡をください。 

問い合わせ先 富谷町明石台７－２－１ こども発達センターあかいしの森（担当：山田）  

       ☎０２２－７２５－８７７０  

曜日及び時間 月～金曜日 ９時３０分～１３時 

内 容    ０歳児から就学前の兄弟児対応（遊び、お弁当対応ほか） 

特記事項   ボランティア保険の対応有り 

一緒に遊ぼう！ 

どうも～。ひまわり園１年生の相澤順一です。 

２年生になる２８年度も、ひまわり園のお友だちと「元気に楽しく遊ぶ！」をモットーに、皆で楽しく、そして

安全な園生活を現出するため、活動内容を工夫して、一人ひとりに合った支援ができるよう一日一日を大切にし

ながら邁進していきたいと考えている。 

 さて、話は変わるが、ひまわり園のイメージカラーと言えば「黄色」。黄色と言えば・・・ 

そう、ご存じ「阪神タイガース！」。今年は私の大好きな金本監督が就任し、今年こそは日本一になれると確信

している。さらに、塩竈市ひまわり園は阪神タイガースと共に、充実した１年を過ごしていきたいと思っている。 

 以上、２８年度の抱負でした！読売ファンの皆さんごめんね～。 

塩竈市ひまわり園・保育士 相澤 順一 

 

季節を越えて 

まだまだ寒い日が続いている。それでも暦がめぐり、暖かい春の兆しが少しずつ顔をのぞかせるようになって

きた。そして、３月、４月は卒業式に入学式。子どもたちも大人も大きな節目となる季節を迎えようとしている。 

思い返せば、今年はいろいろなことがあった。未就学児がそっくりあかいしの森に、それに伴い職員も大幅に

異動するという大きな変動の中でも、変わらずに登園してきたデイの子どもたち。この子どもたちが、「一緒に

遊ぼ！」「おやつ一緒に食べよう！」と、２７年ルーキーイヤーの私の名前を呼び、手を引いてくれることが何

よりの楽しみであり、幸せなことだった。 

私の意欲・・・子どもたちと思いっきり遊び、出来たことがあったら一緒に喜び、辛いことや悲しいこと、そ

して寂しい時には寄り添い、これからも思いを共有していきたいと思っている。どんなに周りの環境や年が変わ

ろうとも、このことだけは変わらずに精進していこうと念じている。 

あのねの森・指導員 田中智恵美 

 

 目標を持って 

 「新年度の抱負は？」と聞かれ、これまでを思い返してみた。すると、ここ数年は仕事のこと、プライベート 

なことも含め、何かしら目標があったように思う。 

私の２８年度は、今、主に放課後等デイサービスの業務に携わっているので、最高のデイサービスをつくって

いくこと。そのためには、目の前のこと、やるべきことを一つひとつこなしていくことで、やりたいことが見え

てくると思う。まずは皆さんとの信頼関係を築くことが第一で、次にチーム一丸となって取り組んでいきたいと

考えている。 

 もう一つ、ダイエットに取り組むこと。１か月１キロ減ペースで、無理なく健康的に痩せたいと目論んでいる。

１年後、昔の私と別の人になる・・・（笑）。 

あかいしの森・主任 佐藤信太朗 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  「さわおとの森秋まつり」の報告と御礼 

 昨年１０月２５日、さわおとの森秋まつり開催の折には、多大なるご支援ご協力を賜り、誠にありがとう

ございました。来場者数も５００人を超え、予測を上回ることとなりました。４月に開所した「あかいしの

森」の披露も兼ね、地域の皆様とのふれあいの場を提供できたことに、職員一同感謝致しております。 

 バザー、模擬店の売り上げなどの収益金は１８６，１９１円となり、この使途につきましては、塩竈市ひ

まわり園の備品として、ボールプールを購入させていただきました。 

 次回の秋まつりは１０月２３日（日）、さわおとの森開催を予定しております。間近になりましたら改めて

ご案内させていただきますので、ぜひお誘い合わせの上、ご来場くださいますようお願いします。 

 日々応援してくださる皆様のお気持ちに応えるべく、利用児（者）の支援と地域福祉事業の充実に、さら

なる努力をしてまいります。今後ともご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

法人さわおとの森・総務主任 川崎 由里 

「待つ支援」を旨に 

 こんにちは。法人さわおとの森で産業医をさせていただいている高田です。「仕事は楽しくするもの」がモ

ットーです。仕事を楽しむためには、やりがい・生きがいが必要ですね。そして、自分が楽しくなるために

は、みんなが楽しくなる環境が必要です。 

 さて、いよいよストレスチェックが始まります。人間、生きていく上でストレスのない生活などあり得ま

せん。程良い緊張感がなければ、やりがい・生きがいのある仕事はできません。問題は、自分の力ではとて

も解決できない過度のストレスです。ストレスチェックは、トラウマになりかねない余計なストレスを、自

分が知らないうちに抱え込んでいないかを確認する作業でもあります。 

 さわおとの森は、利用者さんたちに明るい笑顔を提供することが使命だと思います。彼らが自立に向け成

長する姿を楽しむこと。そしてまた、立ち止まり足踏みをしている彼らに、温かく「待つ支援」ができてい

る自分を誇りに思うこと。そんなやりがい・生きがいを持って仕事をすることが、さわおとの森の品格・品

性を形作るのだと思います。 

 産業医としてお手伝いできれば光栄です。 

法人さわおとの森・産業医 高田 修（たかだこども医院・院長） 

 心身の安定を保つ －ストレスチェック制度の実施に向けて－ 

 平成１７年に設立した特定非営利活動法人さわおとの森は、事業の拡大とともに職員数を増やしてきた。 

この間、微力ながらも利用児（者）や職員の健康管理に携わり、福祉サービスを提供する職員の心身の安定

こそが、より良い支援に結び付くと感じてきた。 

 昨年１２月、労働安全衛生法の一部を改正する法律が施行され、心理的な負担の 

程度を把握するための検査、「ストレスチェック」が義務付けられた。 

法人さわおとの森でも、産業医である「たかだこども医院」の高田Ｄr の協力の下、 

その実施準備を進めている。 

 今後は、メンタルヘルスの不調を未然に防止するため、検査の結果によりストレス 

の高い職員には、医師の面談等の対応を行うこととしている。 

職員が健康な心と体を保ち、仕事に専念できるようサポートしていこうと考えている。 

法人さわおとの森・産業看護師 佐々木ゆかり 


