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●おせち料理、年末オードブル 

ひとつひとつ心をこめて作らせていただきます。チラシは各事業所に。 

申し込み、お問い合わせは、電話：0942-27-2039 まで。 

 

 

2015 年 11 月 15 日発行 

「安武祭り」、みんな溶け込んでフィーバー 
 

毎年 9 月の第 3 土曜日に行われる安武祭り。ポレポレ倶楽部が出店し、たこ焼

きやクッキーを販売しています。ポレポレ開設の年から毎年参加し、今年で 14

回目。町民の皆さんからは、この祭りの他にも「グランドゴルフ大会」「安武マラ

ソン大会」「左義長（さぎっちょ）」といった地域の行事の際に必ず声をかけてい

ただくようになり、障がいのある利用者さんと一緒に参加してきました。 

現在、祭りでは、他の出店の皆さんや地域役員の方々とすっかり顔見知りにな

り、挨拶は勿論、会話も弾むようになりました。また、年々、ポレポレの利用者

さんだけでなく、安武に暮らす障がい児もたくさん参加し、自由に楽しめて、心

温まる祭りになっています。さらに、今年は「若者たちで、たこ焼きを焼いてみ

せる」というポレポレの若きスタッフの意気込みに加えて、ベテランのお父さん

やお母さんたちもバックアップしてくださり、とても盛り上がっていました。今

では、ポレポレの若きスタッフもこの町のたくさんの方々とつながり、「〇〇くん」

と親しみをこめて名前を呼んでいただけるようになっています。 

祭りのクライマックスでは、女性防火クラブの出し物で、「ポレポレ祭りの宣伝

をせんね！」とお気遣いをいただき、ポレポレのスタッフが急遽舞台に上がり、

アドリブでＰＲをしました。 

この町の人たちに何かを頼んだら、助け 

てくれる、応援してくれる。今、心からそ 

んな安心感があります。支え支えられてい 

る町の祭りは本当に楽しいし、フィーバー 

できます。  

（常務理事 馬場 篤子） 

 

 

 

●クリスマス（ケーキ、オードブル、チキン、サンドイッチ等） 

●冬ギフト （クッキー、バナナケーキ、そら豆もなか、 

ドレッシング、まるぼうろ、ラスクのセット） 
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《ポレポレ祭り》 

☆若手で新企画に挑戦しました。地域の皆さんに感謝！☆ 

 
２００２年から始まったポレポレ祭りも、今年は「でてこんの☆まざりあおう」

のテーマのもと１４回目を迎えることができました。今年も３０００名を超える

方々に来ていただき、秋晴れのもと盛大に執り行うことができました。 

今回は若手を中心に事務局を構成し、新 

たな企画に挑戦しました。その一つが「錦 

鯉の釣り堀」です。「より多くの方に参加 

していただくには？」「もっと安武を知っ 

ていただくには？」と知恵を絞りました 

が、当初は良い案も出ず試行錯誤。そんな 

時、テレビ放送で安武町にある「尾形養鯉 

場」の特集を見た私は、「錦鯉の釣り堀」

を会場に作ったら安武の魅力も知っていただけるし、子どもから大人まで楽しめ

るのではないかと考えました。ですが、魚すら触れない私でしたし、釣り経験が

ない若い職員の企画では何をどうすれば良いのか分かりません。そんな時、力を

お借りしたのが地域に住むお年寄りの方々でした。勿論、釣りの経験は豊富でし

たし、子ども達が集まるブースにお年寄りの方々が加わっていただければ、自然

とまざり合いが生まれるのではと考えたのです。こうして、ポレポレスタッフ、

地域の方々、尾形養鯉場の皆さんで話し合いを重ね、当日は素晴らしい釣り堀を

完成させ、大いに盛り上がることができました。 

また、今年は新たにキッズブースを別会場に設け、久 

留米工業大学のフォーミュラチームや鳥飼小学校の４年 

生に参加していただき、会場が盛り上がりました。新た 

な企画を行うことはとても大変でしたが、新たな出会い 

もたくさんあって今後につながる良い経験になったと思 

います。 

そして、東北の仲間たち。震災直後は、復興支援の目 

的でお招きしていましたが、今では、祭りを盛り上げるために駆けつけてくださ

り、私達が元気をもらっている気がします。

何かをしてあげるのではなく、一緒に祭りを

盛り上げ、そして、東北のことも発信してい

く。今後は、東北からだけではなく九州に避

難しておられる方々が、ポレポレ祭りの日に

久留米に集まってくることができる、そんな

祭りになるといいなあと思います。  

（ポレポレ祭り実行委員長 児玉 元気） 
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誰も楽しめる祭りに 
ポレポレ祭り １年に１回だけど絆が深まっています 

 ポレポレ祭りには２年前より、福島県相双地区を中心に活動している御当地ヒ

ーローの相双神旗ディネード（そうそうしんきディネード）さんも参加していた

だいています。去年の懇親会にて若手同士で飲み交わす機会があり、同年代とい

うことだけで意気投合し、その繋がりもあって、今 

年も積極的に祭りに参加して下さいました。多忙な 

中、長時間かけて新幹線で夜中に久留米に到着。当 

日はディネードの衣装を身につけ、会場のあちこち 

で来場者の皆さんと記念撮影をされたり、風船を配 

っていただいたり、祭りを盛り上げていただきまし 

た。片付けや懇親会も最後の最後まで参加していた 

だき、「来年も絶対に参加したい」という心強い言葉 

をいただきました。                 （担当 児玉 元気） 

 

誰でもが楽しめる会場づくりに取り組みました。聴覚障がい者の皆さんがイベ

ントを楽しめるように、要約筆記と手話通訳の対応、また、ステージの出演者と

歌の歌詞を字幕で同時に見られるようにステージ前中央にモニターを設置しまし

た。スタッフは、「筆談します」のシールを肩に貼り、常にペンと紙を用意。実際

に会場内では、聴覚障がい者の方からの問い合わせや手話で会話する子どもたち

の姿もありました。今後は、祭りだけでなく、日頃から、聴覚障がい者と関わっ

ていくことが必要だと思いました。          （担当 姫野 健太） 

 

イベントでのまざり合いも仕組みました 

祭りのステージは、多くの方が参加し一緒に楽しめるようにできればと思い、

出演者と一緒に考えることから始めました。そこで、観客と一緒に歌ったり、踊

ったりして楽しんでいただこうと計画。安武保育園園児と久留米聴覚特別支援学

校の生徒、ポレポレの利用者さんによるボディパーカッション。そして、地域の

方々とポレポレ関係者による歌やダンスも披露しました。とりわけ、プロ歌手Ｃ

ＯＯＬ.Ｍ.Ｂと東北の方々による 

「花は咲く」の合唱は手話も交えて歌 

っていただき、そのまざり合いは、会 

場全体を温かくしてくれました。この 

まざり合いは、祭り当日だけでなく事 

前に練習を重ねたことで、一人ひとり 

の距離が縮まりました。 

（担当 野上 眞紀子） 

 

誰でもが楽しめる祭りに  

 

 

ステージ前中央にモニターを設置 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A6%8F%E5%B3%B6%E7%9C%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A6%8F%E5%B3%B6%E7%9C%8C
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第１４回ポレポレ祭り、「ポレポレ家族の会＆ＪＡ久留米西部支店」のたこ焼き

ブースの報告をします。参加者はポレポレ利用者のお父さん方や兄弟姉妹とその

家族、ＪＡ久留米西部支店、高校生のボランティアの皆さんでした。交替で調理

販売をしましたが、皆が休みなしで作業するほどの盛況ぶりで、本当にお疲れ様

でした。また、たこ焼きには参加されませんでしたが、お忙しい中、顔を出して

いただいた兄弟姉妹の会の皆さんも有難うございました。 

当日は、たこ焼きの生地の作り方を教わりながら、楽しく忙しい５時間が過ぎ

ました。片付けは素早く終わり、予定よりも早く打ち上げがスタート。たこ焼き

の売り上げは１２１，４００円でした。「すごいなぁ」と感心していたところ、お

父さん達は、「こんなもんか」と仰っていました。まだまだ売上げることができそ

うです！  

先日、ポレポレスタッフや兄弟姉妹の皆さんから「兄弟姉妹の会」をもっと盛

り上げていかねばという話が出ました。私も含めて、兄弟姉妹の年齢も上がりそ

れぞれ家族もできて、その生活が一番なので、なかなかポレポレの行事に参加で

きていない現状があります。しかし、ポレポレの利用者さんもその保護者も確実

に年齢を重ねていて、これまでは考えていなかったような問題がどんどん現実化

しているところです。何か問題が出てきたときに、同じような境遇の方に気軽に

相談できれば、お互い心強いですよね。「兄弟姉妹の会」がそんな知識や経験の共

有の場になれば良いですよね。 

 ポレポレ利用者の兄弟姉妹の皆さん。何か会を設けたら参加していただけます

か？これから少しずつポレポレの行事に便乗して機会を作っていきますので、日

程や時間が許せば是非参加してください。よろしくお願いいたします。 

園田 直嗣（園田晶子の兄） 

 

兄弟姉妹で集まりましょう 

～ 兄弟姉妹の会から ～ 
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安武、大善寺、鳥飼小学校４年生の皆さんと「学校交流」 

子どもの頃からまざり合いを！ 

 

当法人は、設立当初から地域の小学校と交流をしています。昨年までは安武小

学校、大善寺小学校の４年生と交流していたのですが、今年からその２校に鳥飼

小学校の４年生が加わりました。 

交流ではポレポレでの活動やグループホームでの暮らし、ポレポレ祭りなどを

スライドで紹介し、ポレポレの利用者さんが説明をしています。その後、施設の

中を見学していただき、最後に子どもたちと一緒にレクリエーションをして楽し

い時間を過ごしています。そして、２回目、３回目の交流はクッキーや工作を一

緒に作り、いろいろな体験を通して交流を深めています。 

嬉しいことに、交流を重ねる中で、子どもたちに変化が見られます。自然に子

どもたちから利用者さんに歩み寄って行ったり、それまでは利用者さんを「ポレ

ポレの人」と総称して呼んでいたのが、「○○さん」と個人名で呼ぶ人が増えて

きたりするのです。中には「僕のうちに遊びに来て下さい」と利用者さんが言っ

たら、次の日に本当に遊びに行かれ、ぐんと関係性が深まる時もあります。本当

に子どもたちって素敵だなあと思います。    

（学校交流担当 鹿子島 功子） 

 

ポレポレ祭りの準備は、各学校の子どもたちとポレポレの障がいのある利用者

さんと一緒に行います。利用者さんとくじ引きの道具を作ったり（鳥飼小）、和

紙でプチ袋を作ったり（安武小）、クッキーを作ったり（大善寺小）と。そのま

ざり合いを重ねる中で、子どもたちは障害をもつ人についての見え方が変わって

くるように思いました。「お世話されている人」というイメージから「仕事をし

ている人」へ、「怖い人」というイメージから「面白い人」へ。誰でもそうでし

ょうが、「知ること」「関わること」でイメージが変わっていきます。改めてこの

学校交流の大切さを感じています。        

（学校交流担当 碇 翔南子） 

 

 

鳥飼小学校  大善寺小学校 
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グループホームの未来を切り拓く 

～サテライト型住居の取り組み～ 

「どんなに重い障がいがあっても住み慣れた地域で暮らし続けたい」という要望に

応え、平成１６年にグループホームがスタートしました。現在、７ヶ所のホーム（定

員４３名）に３７名が入居。将来の自立のためには若い時の体験が重要だと考え、各

ホームにあえて空室を設け、学生の体験宿泊や短期入所の利用を受け入れています。

１年半前からは、入居者の高齢化・障がいの重度化に備え、看護師をホームに配置。

全ホームを巡回し、継続的な健康管理、経鼻経管栄養などの医療的ケアを提供できる

体制づくりをしています。 

スタートから１０年が経過し、入居者の保護者が病気で倒れる、家族では面倒を見

ることできなくなる、などの高齢化に伴い、利用者の中には在宅で一緒に暮らすこと

が難しくなり、グループホームを３６５日利用せざるを得ない状況もでてきました。 

社会情勢も大きく変化し、１，０００兆円を超える赤字財政の中、超少子高齢化社

会の進行（≒要支援者が急増する社会）を背景に、膨らみ続ける社会保障費を抑える

ために国も大きく舵を切ろうとしています。今後、一人にかける公費は減っていくは

ずです。障がいの有無にかかわらず誰 

にとっても地域生活を継続するために 

は、サービスだけに頼るのではなく、 

まず自立の力を養い、地域も支える力 

をつけ、支え合うということが大きな 

取組みの柱となるはずです。 

 

厳しい社会情勢の中、これまでのようなホームへの手厚い支援が続くことは難しい

と考えられます。また、福祉分野では慢性的な人材不足もあり、支援者が足りないの

が現状です。このような中で、３６５日稼働できるグループホームをいくつも継続し

ていくことは厳しい状態です。そんな中の今年９月、上田さんがホーム「御井あんだ

んて」からサテライト型住居にステップアップし、一人暮らしを始めました。「あん

だんて」は、開所当時より高校生５人が自立を目指して暮らし、就労や段階的な自立

経験などに取り組んできたホームです。５年の経験を通してご本人が力をつけ、自立

できたという自信は、地域で暮らしていくための大きな力となっているはず。この点

は、今後のホームの暮らしを考えるにあたり大きな示唆になると思います。 

これからも地域生活を継続していくために、試行錯誤しながら、様々な取り組みを

行っていきたいと思います。  

（副本部長 浦川 直人） 
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ポレポレ祭り、自分たちの力でカレー販売！！（ひめの会） 

次は中高生のお楽しみ合宿を始めます 
 

 ひめの会は、今年もポレポレ祭りにカレー販売で参加しました。今回はプラカー

ドやコスプレをしての呼び込みを新たに取り入れ、それぞれの役割と楽しみを持っ

て祭りに参加できました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、ひめの会のメンバーは次のステップに進もうと思います。 

保護者の皆さんは深い悩みを持っておられます。「障がいの受容（ご本人／保護

者）」「生活力を身につけたい・身につけてほしい」「親への依存の解消」「外出や外

泊などの機会が少ない・抵抗が強い」など。例えば、外出の機会が少ないことで、

不登校や引きこもり状態になり、子どもの感情が保護者にぶつけられる。保護者も

その悩みを誰に話せばよいのか分からず、気持ちが落ち込んでしまう…。これまで、

当法人は、ご本人と保護者が集う「ひめの会」をつくり、語らう場、自分たちがや

りたいことやできることを一緒に考え、実践する場にしてきました。今では、それ

ぞれが抱える悩みを共有したり、将来について少しずつ考えたりできるようになっ

てきました。 

11 月末から、グループホームを借りて宿泊体験をする「お楽しみ合宿」を計画

しました。中高生の皆さんが将来の自立を自分自身で考えるには、言葉で伝えるよ

りも、経験により得られるイメージが必要です。自宅以外の新しい空間・人間関係

の中で共同生活の体験を通して、家族から自立した生活のイメージをもってほしい

と考えています。イメージできることで生活課題も分かり、将来の選択肢の幅は広

がると思います。 

宿泊となれば時間に余裕がありますので、皆で鍋を囲みながら、先輩の自立生活

の話を聞くなどをして、価値観を広げるきっかけもつくりたいと思います。最初は

少人数で行い、徐々に人数を増やす予定です。この機会を設けることで、時に協力

し、時にぶつかることで、ご本人たちの自立に向かう力を伸ばしていき、不安だけ

ではなく、希望を持って中高生たちが社会に出ていける手助けになればと考えてい

ます。                   （ひめの会 担当 姫野 健太） 
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バスや電車を使って、 

どしどし外に出かけよう！ 
 

当法人は送迎を公用車で実施せず、タクシー会社と業務提携をしています。その

理由は、ドライバーさんが障がい者の対応に慣れてくださり、利用者さん 1 人でも

移動が可能となり、移動手段の獲得につながること。また、可能な限りバスにも乗

って、自由に行き来できる力を維持すること。何よりも「地域で生活するためには、

交通機関を活用することは、あたりまえ」と考え、外出時には、タクシーの利用が

増えました。しかし、料金も安くはありませんので、今年は、バスに乗って外に出

かけて行こうと計画をしました。 

ところが、スタッフ自身が、バスのスロープ板を使い車いす 

で乗り降りする姿を見たことがないというのが現実でした。実 

際、車いすでバスに乗ろうとした時、バス停の乗り降りする場 

所が狭いためにスムーズにスロープが出せないことが多いので 

す。運転手の方も腰をいためないかと心配するほど体力を使っ 

てスロープを出しておられますし、乗客の方の待ち時間も気に 

なりました。一般に普及しているスロープ付きバス。しかしな 

がら、利用者が少ないとこのような課題も見えず、スロープを 

出す行為や乗客がそれを待つ時間などがあたりまえにならない

ことに気付きました。 

また、動物園に行った時、遠足で来ている他県の小学生が、言葉にならない声を

常に出している利用者さんを見て、「どうしたの？」と聞いてきました。その場で小

学生には説明をしましたが、先生にも話を聞いてみました。その学校は、児童数が

少なく、障がい児がいないということでした。 

こうして出会う機会がなければ、障がい者につい 

て知ることすらできないのです。誰もが地域であた 

りまえに生活できるような社会になるには、私達が 

まちに出て行き、人と出会い、課題を明らかにして 

いくこと。私達は、そのための努力が必要だと改め 

て思いました。 

冬の外出は、福岡のイルミネーションを見に行く 

こと。勿論、電車とバスを使って。昼間の外出では 

なく、初めての夜の外出になります。寒いけれど、寒い時期にしかできないこと。

これからもいろんなことにチャレンジしていきたいと思います。 

（本部長 北岡 さとみ） 

 

 

 


