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社会福祉法人 拓く

2015 年 4 月 23 日【創刊号】

〒830-007１
福岡県久留米市安武町武島４６８－２

TEL  0942-27-2039 
http://www.h-polepole.com 

法人設立 15年目、「支え合い」を財産に新たなチャレンジ！ 

“医療リスクが高くなっても、地域で当たり前に暮らし続ける” 

「どんなに障害が重くても地域で当たり前に暮らす」を合言葉に、２００１年、

「出会の場ポレポレ」が誕生。特殊な車椅子を使う重度の３人の方が通うようにな

りました。その半年後から暮らしの場をつくる取組みがスタート。第一歩は、ショ

ートステイ制度を活用した親御さんから離れての宿泊体験でした。当時はスタッフ

が少なかったので、学生やパパボラ（お父さんのボランティア）に支えていただき

ました。さらに、ご本人の暮らしにはヘルパー支援が欠かせないことからヘルパー

やガイドヘルパー養成講座を当法人で開き、スタッフ全員が資格を取得しました。

その一方で、親御さんたちが協力し、無認可のグループホームを運営されました。

これらの取組みをもとに、２００５年にグループホーム「チェムチェム」、翌年に

は重度の方対応のグループホーム「ニュンバ」が誕生。更には２０１０年、ニュン

バ１階の増設。そこは身体障がいに対応できるリフト付きの風呂場やトイレ、居室

を完備。重度の方３人がグループホームで暮らせるようになりました。法人設立の

頃、こんなに早くグループホームでの暮らしが実現するとは夢にも思いませんでし

た。多くの人々の力の結集が不可能を可能にしたのだと思います。

法人設立から１５年目、医療リスクが高い状態になっても、地域で暮らし続ける

ために、たん吸引などの医療的ケアをスタッフ全員ができるようにしたいと思いま

す。こうした取組みは高齢化が進む中、ますます必要なこととなってきています。

私たちはこれまでの支え合いを財産に、次なるステージに向け、新たなチャレンジ

をします。                      常務理事 馬場 篤子

社会福祉法人「拓く」の事業報告を中心に発行してきた「拓く通信」と、ポレポレ

倶楽部の活動内容を掲載・発行してきた「ポレポレ倶楽部通信」は、今年度より内

容を一新し、２つの通信を一緒にした「拓く通信」として新たにスタートさせ、年

に４回（４月･７月･１1 月・２月）発行いたします。
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惣菜処ぽれぽれの「お弁当」に注文殺到！ 
２０１４年から、惣菜処ぽれぽれ（エフコープ久留米店内）は、「利用者の工賃

をアップしたい」「もっとおいしいものを作りたい」「安心・安全な食の提供をした

い」との思いで新たなチャレンジに取組んでいます。現在、惣菜処ぽれぽれは、利

用者のみなさんと雇用契約を結び、最低賃金以上を支払う就労継続支援Ａ型事業で

運営しています。親亡き後の利用者のみなさんの生活は、障害基礎年金と工賃によ

る収入が頼りです。そこで、頑張って働いておられる分、十分な工賃が支払えるよ

う今年の２月、衛生管理の充実や大量生産に対応するための店舗改築、新スタッフ

の雇用、お弁当メニューの改善に取組みました。

毎年、卒業、入学式シーズンは、市内の多くの学校や保育園からお弁当の注文を

いただいています。食にこだわっておられる保育園からも毎回注文をいただけるほ

どで、３月は３６０万円と過去最高の売り上

げとなり、忙しさが倍増。スペースに余裕が

できたことで作業の効率もあがっています。

さらに、今後、お弁当の販売先を獲得するた

め、企業との提携も検討しています。

お弁当注文がありましたら、ぜひ、お問い合

わせください。

春！おいしい、安武そら豆をお届けします

２０１１年より、当法人は安武町でのそら豆づくりに取組んでいます。安武町は、

古くからそら豆の名産地。私たちのそら豆づくりは、地域活性化の取組みとして地

域のみなさんとの協同で始めたもので、収穫の時は早朝から一緒に作業を行い、Ｊ

Ａに出荷しました。今年からは、より新鮮なそら豆をお届けしたいと直接販売を始

めています。安武そら豆の名前が定着するには、数倍の広さの畑を確保し生産量を

増やす必要がありますが、「安武はそら豆の名産地」と多くのみなさんに再び言っ

ていただけるようにチャレンジしてみたいと思います。

武そら豆は、１箱２㎏で２５００円。全国発送いたします。丁寧に育てた安武そ

ら豆は、大粒で甘く、ほっくりとした味わ

い。毎年４月から５月、みなさんの元にそ

ら豆が届き、そんな季節になったなあと実

感し喜んでいただけるような商品にした

いと思います。ぜひ、お知り合いの方にご

紹介ください。

日中支援課 北岡 さとみ

★惣菜処ポレポレ＆安武そら豆の詳細は ⇒「社会福祉法人拓く」ホームページへ

12 仕切りの色彩弁当
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グループホームでの「医療的ケア」と「食事」の取組み 

安心して暮らし続けていくために

最初のグループホームが開設してから１０年が経ち、全体の入居者数は当初の５

名から３５名になり、５０歳代の入居者もおられます。１０年前、現役で働いてい

た親御さんも今では７０代。ご家族の高齢化に伴い、入居者ご本人を取り巻く支援

の状況も変わってきています。グループホームで将来にわたって安心して暮らし続

けていけるように準備を進めています。

◎「医療的ケア」への取組み

入居者の日々の健康状態の把握と症

状に合わせた薬の調整など医療的なケ

アが重要になっています。

当法人では、特に障がいの重い入居

者が多いため、グループホームに看護

職員（看護師の資格と実績を持つ職員）

を夕方から配置し、医療的な視点を持

ったケアにもあたっています。看護職

員が全入居者の健康状態を継続的に把

握し、ご本人、家族や世話人の相談にのったり、ご家族へのアドバイスも行ったり

しています。さらに、通院が難しい入居者については、訪問診療を行う病院と連携

し、定期診療と往診を実施。そして、介護職員も喀痰吸引等第３号研修（８ページ

参照）を受講するなど、医療的ケアが必要になってもグループホームで安心して暮

らし続けられるよう取組んでいます。

◎「食事」への取組み

健康な毎日を過ごすためには、栄養・カロリーのバランスのある健康的な食事が

大切です。国の限られた財源の中で報酬は切り下げられ、今後もその傾向は強くな

り、十分な職員配置ができなくなることを見据えて、平成２６年７月からグループ

ホームの食事を「惣菜処ぽれぽれ」による配食に切り替えました。

管理栄養士を新たに雇用し、「健康」と「食べ

る楽しみ」のバランスを配慮してカロリー計算

を行い、国産野菜や手作りにこだわり、毎日食

べても飽きない献立を作るようにしています。

刻みやペースト食など個別性の高い食事の提

供までには至っていないなど、まだまだ課題は

ありますが、より質の高い食事が提供できるよ

うに取組んでいます。

地域支援課 浦川 直人
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医療的ケアが必要でも、地域で当たり前に暮らしたい！ 

誰もが望む希望を実現するために、私たちが挑戦していること！ 

当法人は、４月から、筋ジストロフィーを患う２７歳の青年Ｔさんの自宅生活を

支えるためヘルパー派遣をしています。人工呼吸器を常に装着し、全介助、医療的

ケアが必要です。これまで「フォーラムｉｎくるめ」、「生き方を探るシンポジウム」

で当事者代表の一人として一緒に活動してきたＴさん。１０を超えるヘルパー事業

所を利用して１人暮らしをしていましたが、昨年１２月末に身体機能が急に低下し

緊急入院。その後、人工呼吸器や経管栄養などを行うことで体調が安定しました。

現在は退院され、Ｔさんの希望の「住み慣れた自宅で暮らしたい」を実現するた

め、ご家族・相談支援事業所・ヘルパー事業所・訪問看護・医師が集まり、自宅生

活が再スタートしました。現場では、器械トラブルや急変に対する緊張感がありま

す。また、ご本人が望んでもヘルパーができない行為があるなど様々な課題も見え

てきたことから、各ヘルパー事業所では喀痰吸

引等研修を受講し、医療的ケアが提供できるよ

う準備をされています。

次なるＴさんの希望は「外に出たい」。これを

実現することは、医療的ケアが必要になっても

希望を持って地域生活を続けられることの前例

となり、年を重ねていく私たち誰もの生活につ

ながるはずです。これからも、医療的ケアが提

供できる体制づくりに挑戦していきます。

◎「退院して思うこと」（Ｔさん）

入院中、ナースコールを押してもいつも待たされます（長い時は３０分位）。身

体が痛くて体位交換したくても、トイレをしたいと思っても、ただ耐えるしかあ

りませんでした。おいしい食事もなく十分な介護を受けられないので、退院が決

まった時、やっと帰られるとほっとしました。何の不安もありませんでした。

自宅での生活は、ヘルパーさんの手助けで、全てではありませんが思い通りに

できています。ただ、人工呼吸器を装着するなど医療的ケアが必要になって、利

用できるヘルパー事業所が少なくなったこと、制度でお風呂の回数が決まってい

ることなど困る事もあります。それでも病院よりは自宅での生活がいいです。今

の希望は「車いすで外に出ること」ですね。

◎「実際にヘルパーに入ってみて」（地域生活支援課 鹿子島 功子）

Ｔさんとお会いした時、「ヒュー、ヒュー」と重々しい息遣いが器械を通して聞

こえてきて、命と向き合いながらのケアになるのだと怖さも感じました。これま

で以上に医療的な知識や技術が必要だと、実際にケアに入って強く感じます。

ご本人の声に耳を傾けること、思いに寄り添うことを大事にして、安心して日々

を過ごしていただけるように、医療的な知識や技術を今後も学びたいと思います。



5 

一本の電話で、ヘルパーさんを利用するように
娘にとってベストな状態を見つけながら、楽しく４ヶ月過ぎました！

はじめまして。高等部３年（訪問教育）正蔵寺
しょうぞうじ

聖
ひじり

の母です。 

昨年の９月、常務理事の馬場さんから１本の電話がありました。「聖ちゃん、今、

何かしよる？」「訪問教育、あとは家にずっと居る」「地域に飛びだそうよ～」「う

～ん、マジで～？」。地域の小学校を卒業し、その後は訪問教育を受けながら、毎

日自宅で過ごす生活を送っていたのです。「えっ！ヘルパー？訪問で入浴、看護（週

２）、教育。その他にかい！」正直、毎日のように自宅に他人が入るのは辛いわ～

と考えながらも、昨年１１月には知り合いの森田さんが喀痰吸引等研修を受講し、

資格を取得。看護師の渡辺さんとも知り合いだったこともあり、今では週２回ヘル

パーさんとして来ていただいています。 

今年の目標は散歩や日中一時支援、学校へのスクーリング！娘が障がい者となり、

１５年目にして初めて私の手から離れ、ヘルパーさんとの日中生活に私も娘も慣れ

ていきながら、いつも笑顔が絶えないといいですね。１本の電話で家族の生活リズ

ムが良い方向に変化。特に私がガラリと変わりました（笑）。もっともっと、ポレ

ポレのみなさんのたくさんの手に包まれながら、家族みんな温まっていきたいです。 

保護者 正蔵寺 勝美 

喀痰吸引等研修（第３号）を受講 

地域で一緒に生きることを学んで 

私は小さい時から看護師になりたいと思

ったことはありません。怖がりで血も傷も苦

手だからです。そんな私が喀痰吸引等研修を

受け、医療的ケアの必要な聖さんに関わるこ

とになりました。 

グループホーム「御井あんだんて」の世話

人で１８歳の５人の若者を預かった５年前

から、ハンディがあっても親元を離れ地域の

中で暮らしている彼らを応援し続けてきま

した。そんな時、１７歳の聖さんとの出会い。看護師の渡辺さんにヘルパーとして

鍛えてもらい、お母さんからは温かく見守ってもらいながら、春になったらお花見

に行こうと、通い続けました。そして、絶好の花見日和に御井小学校に出かけ満開

の桜の下で花見。今は、痰の吸引も胃ろうからの経管栄養もしています。決して私

が強くなったのではなく、寄り添ううちに「当たり前」になったということ。医療

的ケアが必要な人も地域で一緒に生きていけることを聖さんから学んでいるとこ

ろです。

ヘルパー 森田 さかえ
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若者や各地域の方々を事務局に迎え、新たな試みに挑戦！ 

ポレポレ倶楽部は、出会いの場ポレポレ開所とほぼ同時にスタートしました。会

員制で、「障がいのある人もない人もともに安心して楽しく充実した生涯を送る事

ができる環境をつくり出していくために、お互いに協力し合い様々な活動を実践し

ていく」という目的をもっています。

 ポレポレ開所の当初、安武町の一部の方々は障がい者の施設に抵抗がありました。

そこで、倶楽部の専門部のひとつ、ネットワーク部門が毎月１回行事を計画。先ず

はポレポレに気軽に来ていただこうと、パン教室やフラワーアレンジメント・和菓

子作り・手作りうどん等々、講師を招いて教室を開き、多く方々が来場されました。

さらに、チャリティーゴルフも年２回のペースで企画。毎回１００名近い方々が参

加され、現在は２７回を重ねています。

 研修部の活動では、高齢者・障がい者の施設見学を始め、講演会や学習会を企画・

開催。地域の方々も参加され、ともに研鑽を重ねてきました。また、毎年恒例とな

りました倶楽部の新年会も、毎回、地域や保護者のみなさんが多数おいでになり楽

しみにされています。

 現在、法人の事業拡大とともに、ポレポレのある安武町や夢工房のある御井町、

グループホームのある南町、上津町、中央町など各地域では、保護者と地域の方々

が力を合わせ、様々な行事などを実施されています。今後、倶楽部の目的を踏まえ、

それぞれの活動にお互いが行き来するなど新たな取組みができればと思います。

 さて、法人が創設して１５年目。理念や目的を大切にしながら、次の時代を創る

若い職員が「何が大切で、必要なことか」を自分達で考え企画・推進してほしいと

思います。倶楽部の事務局に若者や各地域の方々が事務局に加わり、新たな展開を

していくことになります。ご支援よろしくお願い申し上げます。会長 高田 次男

★ポレポレ倶楽部の詳細は ⇒ 「社会福祉法人拓く」ホームページへ
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地域食堂、次なるチャレンジの時！ 
おいしい料理で、もっとおもてなしをしたい 

「集まっておいしい昼食を食べたら、楽しいし、それに長生きできるかも」 

そんな思いから呼びかけて、２００９年、地域食堂を始めました。 

最初は毎週金曜に１食３００円で提供。知人からは食材の差し入れ、ポレポレ倶

楽部等からは資金援助をいただきました。翌年より週２回、火曜と金曜に開店。私

は地区社会福祉協議会の代表を務めていたご縁から、運営は知り合いの安武町の住

民と出会いの場ポレポレの利用者のお母さん達に頼みました。 

開店の日は、チームを作って買い出しに行き、食材を考えて料理、配ぜんし、お

客様がお帰りになり、片付けると合計９時間位かかります。ボランティアとしての

労力も大変ですが、献立を考えるのが大変という声もあって、２年前よりメイン料

理を「惣菜処ぽれぽれ」に依頼。それで昨年は４００円に値上げしました。 

さて、地域食堂は６年目を迎え、安武町はますます高齢化。常連さんの中で亡く

なった方やデイサービスの送迎車で日中出かける方も増え、こうやって人口は減っ

ていくのだと実感しています。だからこそ、地域の知人に囲まれながら看取られて

いく。そんな姿を目指して、地域食堂をさらに発展させたいと思います。私も地区

社協の務めを卒業し、新たな気持ちです。 

ボランティアのみなさんと地域食堂の今後について話し合うと、次々にアイディ

アが出てきました。「温かいものは温かく、冷たいものは冷たく。お客様の顔を見

ながら出せたらいいね」「もう一度メイン料理を自分達で作ろう」「うどんやカレー

もメニューに加えたら」…。 

おいしい料理でおもてなしをする地域食堂。この発展は、私たちみんなの夢です。

元気である限り、続けていけたらいいなと思っています。

地域食堂 三原 圭子
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喀痰吸引等研修(第３号)受講者募集 

７月４日(土)・５日(日） 
日  時 ： 7 月 4 日(土)9：00～17：00・5 日(日)9：00～16：00 の 2 日間

会  場 ： 社会福祉法人 拓く 出会いの場ポレポレ 

受講対象者 ： 特定の重度障害者等に喀痰吸引等を実施しようとする介護職員等

定   員： 20 名

受 講 料 ： 基礎研修（講義と演習）１４,０００円

実地研修（特定の対象者１名につき）３,０００円

申込締 切： 平成２７年６月 10 日

※基本研修のみの受講は不可。再試験は手数料１,０００円

２０１２年４月に社会福祉士法及び介護福祉士法が一部改正され、一定の研修を

受けたヘルパー等が、喀痰吸引等を行えるようになりました。これまでは、家族、

医療資格がある医師や看護師のみが行ってきました。

当法人は、「喀痰吸引等研修（第３号）」の研修機関として、福岡県に登録しまし

た。第１回目の研修を３月に行い、受講生２１名が真剣に、8 時間の講義とシミュ

レーター演習にのぞみました。筆記試験も無事に全員が合格し、現在、実地研修に

励んでいます。

受講を希望される方は、募集要項及び注意事項をご確認の上、お申込みください。

★募集要項・注意事項の詳細は ⇒「社会福祉法人拓く」ホームページへ

【お申し込み・お問い合わせ】

社会福祉法人 拓く

 福岡県久留米市安武町武島４６８－２

ＴＥＬ：０９４２－２７－２０３９ ／ ＦＡＸ：０９４２－２７－２０８６

ホームページ：http://www.h-polepole.com


