
  
 
 
 
 

 
 

平成 25(2013)年 6 月 29 日(土)・30 日(日)、「グ

ループホーム学会福岡大会」が久留米市民会館で開

催されました。1 日目 約 750 名、2 日目 約 650

名の来場者がありました。 

本大会は、「混ざり合って暮らす！そげなまちにす

るばい」をテーマに、混ざり合って暮らす先駆的な

取り組み、全国のグループホーム（以下、ケアホー

ムを含む）の現状や今後の制度の動向、水害対策な

ど、盛りだくさんの内容でした。 

本大会の開催にあたり、実行委員会を立ち上げ、シンポジウムの内容を議論したり、研修会を開

いて勉強したりしてきました。実行委員には、事業所の職員だけでなく、障がい当事者や関わりの

薄い教員・高齢者も巻込みました。障がい当事者への配慮ができず、嫌な思いにさせてしまったり、

意見がかみ合わずに分かり合えなかったり…。多様なメンバーが集まっただけに、なかなか混ざり

合えないことも多くありました。しかし、回数を重ね、それぞれの想いがぶつかり合ったことで、

少しずつ配慮ができるようになり、分かり合えるようになりました。徐々にですが、混ざり合える

ようになったと思います。 

当日、会場が、専門家だけではなく障がい当事者や高齢者などバラエティー豊かな方々で埋まっ

ていたことに驚きました。これも、多様な実行委員がいたからこそ実現できたことだと思います。

障がい者の問題も地域にある問題も無関係ではありません。地域は多様な人々の集まりです。だか

らこそ、多様な人々が集まり、みんなの問題として共有し、考える場を創ることは、これまで社会

福祉法人 拓くが目指してきたことです。今後、何かをしようとする時、誰と何をどう創っていけ

ばいいのか、いいヒントを得ることができました。 

（ポレポレ スタッフ 浦川 直人） 
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グループホーム学会では、「混ざり合い」をテーマに実行委員会で話し合いを重ねてきました。

実行委員には聴覚障がいのある方も参加されていました。「発言する時は、手をあげて、顔を見せ

て欲しい」と配慮のお願いがありました。しかし、話しに夢中になるとすぐに配慮を忘れ、自分達

だけで話してしまい、孤立させていました。私達はすぐに日常以上の力(気付く、配慮する等)は出

せません。また、単に空間を共に過ごす事だけではその力は付かないことが分かりました。混ざり

合えるにはどうしたらいいか、悩みは深まるばかりでした。 

そんな中、登壇者の玉木さんとお会いする機会がありました。思いきってその気持ちをぶつけま

した。「時間をかけてお互いに分からない事を伝え合って行くことで、少しずつ混ざり合っていく

のでは…」と言われました。私は、すぐに出来ないからとあきらめず、向き合って分かり合えるま

で話をしよう、と決心することができました。 

大会当日、私が世話人をするケアホームの入

居者が登壇するということで、補助としてステ

ージに立ちました。意思表示が難しい入居者の

言葉をきちんと代弁できているか、ご本人主体

なのか、悩みながらの発言でした。 

これからも、「混ざり合い」を進めるために、

あきらめずに悩み・考え続けていきたいと思い

ます。また、ケアホーム入居者の一人ひとりが

地域と固有名詞で混ざり合っていける仕組みを                                     

考えている最中です。 

  （ポレポレ スタッフ  末次 明日香） 
 

 

 グループホーム学会２日目、当事者だけのおしゃべりの場「当事者大集合」を行いました。 

 昨年、第９回グループホーム学会(岩手県)に、社会福祉法人 拓くの当事者委員会（きずなの会）

のメンバーと参加し、「久留米でもやってみたい！」と思ったのがきっかけでした。 

 「当事者大集合」は、障がいのある方が主体的に企画から準備まで行いました。当日、どれぐら

い参加者が集まるか不安でしたが、約７０名の方に参加していただきました。 

恋愛、結婚、したいこと…日頃、支援者の前

では言えない、みんなに聞いて欲しい事など、

たくさん話し合う事が出来ました。前で話す人、

じっと聞いている人、それぞれ楽しみ方は違い

ましたが、みなさん目を輝かせていたのは印象

的でした。 

３時間と短い時間ではありましたが、それぞ

れに刺激的な交流をすることができたのでは

ないでしょうか。法人でもそういう場を作って

いければと思います。                   （ポレポレ スタッフ 児玉 元気） 



                          

３ 

 
 

2001 年 9 月、たくさんの人と触れ合う場

としてオープンしたポレポレのパン屋。どんな

に障がいが重くても何らかの役割があること

で生き生きと働ける、その思いは変わらず持ち

続けてきました。 

今回、法人の中長期計画にあるポレポレ改造

の策定をきっかけに、今後の事業のあり方も含

めて、店内を改装することになりました。 

人と人とのつながりが希薄になり、孤立しつ

つある現在だからこそ、店に来ると「元気になる」「ほっとできる」「情報を得られたり、相談がで

きる」「新たなつながりができる」そんな場所にしたいと計画を進めているところです。 

ゆっくりくつろげる店にするには、どんな空間づくりの工夫がいるのか。客席数を 10 席設けま

す。強力なボンランティアさんも登場（大工さん）し、レジ台、パンの陳列棚などなるべくコンパ

クトに製造し空間の確保を考えています。これで、狭い店舗の中車イスの方が少しでも通りやすく

なるかな～。小さいお子さんが、過ごしやすくするために何が

あったらいいのか。ソファーのサイズはどうしたらいいのか？

メンバーのユニフォームは？冷蔵ケースにどんな商品を並べ

るのか？惣菜と揚げものはどんな売場演出をしようか？現在、

お店に関わる職員、地域の方と一緒に考えながら改造計画を進

めているところです。 

また、テレビでも紹介された安武育ちのそら豆を使った新商

品も開発中です。 

人々が求めるものは何なのか、人と人をつなぐにはどうした

らいいのかを考えながら、このお店で実践していきたいと思い

ます。9 月 30 日にリニューアルオープンの予定ですので、是

非お越しください。     

（ポレポレ スタッフ 上村 千尋） 

※改装前のお店 
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タイムケアは障がいを持った中高生を対象とした有料放課後サービス事業です。当法人では、単

なるサービス事業としてではなく、障がい者が若い時期から「自立と共生」をめざして暮らしてい

くことを支援する事業ととらえています。普段は江南中・筑邦西中・牟田山中において隔日で行っ

ていますが、夏休み期間中は毎日江南中で活動することになりました。                
それにあたり、まずはタイムケアに関わるスタッフを広げていきました。多感な中高生に対し親

身に悩みを聞いてくれる方、一緒に思い切り体を動かす方、声なき悩みを聞こうとされる方、多く

の方がスタッフとして参加して下さいました。                                          
日々１０人前後の中高生が参加されています。この夏休みに初めて出会う生徒さんも多く、合わ

ない人もいるのではないかと正直不安もありました。実際、生徒さんの中には自分がどういう動き

をすればいいか分からなくなってしまい、携帯を触り始めたり、本を読み始めたりする人もいます。

しかし、そんな中でも確実に関わりはうまれていきました。自然な関わり、積極的な関わり、時に

は乱暴な言葉かけ、注意のしあいなど、関係をつくっています。言葉をうまく出せない生徒さんに

も、「おはよう」の声かけを行います。みなさんに共通しているのは、「お互いに仲良くなりたい」

「一緒に楽しみたい」という気持ちでした。 
 今回、気管切開をされた生徒さんも一緒に、学校のプールで泳ぐという企画をしました。江南中

の先生にもご協力いただき、浮輪に乗って穏やかな表情でプールに揺られる姿を見る事が出来まし

た（翌日には笑顔も見られました！）。 
 この関わる力をより外部にも広げたいと地域の方々にも協力をお願いしました。７月には地域の

方に手品を披露していただきました。間近で見るのにタネが読めない手品の数々を、利用者のみな

さんはまじまじと眺めていました。地域の方もそれに対し小道具のリボンをプレゼントされ、終始

楽しい雰囲気でした。 
 また、江南中の武道場にボランティアさんを招き、一緒に運動も行いました。みんなで思い切り

身体を動かしたあとは、お互いとても仲良しになり、休憩時間に雑談で賑わったり、生徒さん自作

の絵や小説を見せ合ったりしていました。中高生という時期ならではの吸収力で、どんな出会いも

新しい絆へとつなげていくことに、私自身本当に驚いています。 
 保護者の方々からも、悩んだ時や行き詰った時、たくさんの助言を頂き、深く感謝しています。  
多くの方の関わりが、タイムケアを盛り上げ、１日１日がとても新鮮な時間となっています。 

 （ポレポレ スタッフ  姫野 健太） 
 

みんなで活動内容を考え中… 暑いっ…プールが気持いい 

 

調理実習(餃子作り) 



５ 

1 

  
6月10日、兵庫県の伊丹市にある「有限会社 し

ぇあーど」を訪問しました。 

「有限会社 しぇあーど」では、居宅介護事業を

中心に、訪問看護ステーション、短期入所、特定

相談支援、移動支援、日中一時支援事業をされて

いました。建物は 2 階建で、1 階は日中活動のス

ペースとして利用されていて、2 階には個室があ

り、短期入所などの宿泊に対応できるスペースと

なっていました。利用されている方は、気管切開

や人工呼吸器管理といった医療的ケアの必要な方

がほとんどでした。 

障がいの重い方の地域生活を支える上で医療的ケアは切り離せないものだと思います。しかし、

医療的ケアはソフト・ハード面ともに支援できる体制としては、まだまだ不十分といえます。 

どんなに障がいが重くても、地域で暮らしたいという希望を実現していくために、医療的ケアの

普及と拡大への取り組みを始めなければならないと強く感じました。 

現在、できることから始めようと、8 月より喀痰吸引の研修を 3 名の職員が受講しています。 

 （ポレポレ スタッフ  鹿子島 功子） 
 

 
 

 拓くの利用者も高齢化が進み、重度化してきておられ

るので、看護師でない私たち職員も家族同様、医療的ケ

アができるといいなあと思っていました。そんな時、福

岡県主催で第 1 号研修 i

喀痰吸引等の医療行為が必要になったとき、看護師だ

けではなく身近にいる介護士が、喀痰吸引・経管栄養を

することになります。 

が実施されることを知り、受ける

ことにしました。68 時間の講義と演習に加え、実地研

修があります。 

利用者の近くにいる私達が、必要な時に支援できるよ

う勉強していきたいと思います。 

 （ポレポレ スタッフ 北岡 さとみ） 

 

                                                   
i 第 1 号研修とは、不特定の者に対して、①たんの吸引（口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部）  

②胃ろう又は腸ろうによる経管栄養（滴下または半固形）および経鼻経管栄養を実施することがで

きるようにするもの 
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ポレポレ倶楽部は、毎年会員を募り活動を始めてから、今年で１３年目になります。当初は、主

にポレポレを人的・物的に支援する組織でしたが、今ではポレポレも自立し、障がいを持つ人も持

たない人も共に地域で暮らせる街づくりを目指して活動を続けています。 
会員は３専門部（下表）に分かれて、月１度以上の研修やイベント、バザーなどを行ってきまし

た。この他に移動サービス（でてこんの）、ＮＰＯ法人（自分らしくみんなと暮らすウオッチ）の援

助と支援を行っています。 
ここでは５月のネットワークと、７月の研修の取り組みの一端をご紹介したいと思います。 

 

専門部 活  動  内  容 
バ ザ ー 物品販売、たこ焼き、かき氷、やきとりなど 
研   修 福祉に関わる学習会・施設見学・会報ポレポレ通信発行など 

ネットワーク 
イベントやバザーなどを通して地域とのつながりつくり、「地域食堂活動」の援

助と支援など 
 
◎研修から 

 

 
 

７月に、ポレポレ倶楽部の会員 25 名でバスを貸し切って、久留米市内にある「たんがく（上村

座）」と「のぞえの杜」を見学しました。 

たんがくは、複合型小規模多機能施設です。医療の必要度が高い高齢者のためのホームホスピス

（上村座）を主に見学しました。のぞえの杜は、地域支援活動センターで主に精神障がいの方の活

動の場所を提供しています。また、地域自治体と協力してボランティア活動をして地域貢献にも取

り組んでいます。 

以下、地域から参加された Y・K さんの感想です。 

今日はポレポレ倶楽部の研修視察で 3 号線沿いの上村座を見学しました。中に入ると施設長

をはじめスタッフの方々が笑顔で迎えてくださいました。ここは「看取り」が主ということです。

大阪の方なども受け入られ、スタッフの子どもさんなども出入りして本当に家族的な雰囲気でし

た。今後は、お店を出して地域の方々との交流をもっと深めたいと言われました。 

次に見学したのぞえ総合病院は、3 号線からちょっと高台にあり、緑と森に囲まれた素敵な病

院でした。ここは若い方に社会復帰などの指導もされていました。また、患者さんが地域との交

流をされているのに驚きました。これから先は、地域とのコミュニケーションがすごく大切な事

だと思いました。 

良い勉強をさせていただきました。感謝！ 
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◎ネットワークから 

 

去る 5 月 26 日、カリブホールにおいて、ネットワークの主催で「男のワイルド料理教室」を開

催いたしました。講師として住吉にお住まいの多久シェフをお招きし、「男子厨房に入らずんば虎児

を得ず？」とばかりに保護者や地域にお住まいのお父様方を中心に１８名のご参加を得て、料理教

室とその後の楽しい試食を終えることができました。 

料理教室では、多久シェフによる料理のプロならではのお話と実演をみんなで堪能した後、実際

に４班に分かれて調理していただきました。メニューは、ポレポレ産そら豆を使った「たっぷりそ

ら豆のカラフルクリーム煮」などの３品。「とてもコクの深いシチューだった」、「そら豆の料理の幅

が広がった」などと参加者からは好評でした。調理後の昼食を兼ねた試食会では、参加されたそら

豆の生産者を交えてのささやかな交流の場を持つことができ、スパイシーな男のハンバーグやパン

工房のバゲットなども頬張りながら、そら豆談議に花が咲きました。 

（ポレポレ スタッフ  内田 佳寿） 

 

 

 

 
 

        
 

みなさん、ご存知でしたか？ そら豆はかつて「やすたけ豆」と言われるほど安武地区の特産品

だったのです。今では栽培している方も少なくなって知る人も少なくなっています。ポレポレも地

域の活性化のため、そら豆の栽培を始めました。今年で２年目になります。 

地域の方、ポレポレのメンバー、スタッフ、保護者の協力ですくすくと元気に育ち大きなそら豆

ができました。そんなそら豆にテレビ番組からオファーがあり、テレビ撮影を行うことになりまし

た。番組では、そら豆の生育やそら豆をあんこにした、そら豆最中を取り上げてもらいました。地

域の方から「テレビ観たよ」と声をかけられ、そら豆最中の注文の電話がかかってくるなどテレビ

の反響に驚きました。 

そら豆の美味しさをみなさんに伝えていくためには、どんどん発信しそら豆をアピールしていか

なければいけないと感じました。地域の方や、農協と連携を取りながらそら豆を再び安武から九州

はもちろん全国へ発信していけるようにしたいと思います。 

（ポレポレ スタッフ  野瀬 渉） 
 

ちなみに･･･  



ポレポレ祭り実行委員会 委員長 林 由香理 
連絡先 出会いの場ポレポレ内 
〒830-0071 福岡県久留米市安武町武島468-2 
TEL   0942(27)2039   FAX  0942(27)2086 
E-mail      polepole@h-polepole.com 
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