
リカバリーの旅へ ～第5回リカバリー全国フォーラム参加～ 

あいさつ運動 ～共に支え合う地域社会づくり～ 

就トレがある共和西地区は、平成25年度

大府市地域福祉計画モデル地区の指定を

受け、大府市社会福祉協議会の協力のも

と、共に支えあう地域社会づくりのた

め、共和西小学校へ「あいさつ運動」に

出かけました。 

目的は人と人が支えあい、地域の皆様が

つながるために、大切なコミュニケー

ションの第一歩である「あいさつ」や

「声かけ」を重点的に実施していくこと

にあります。 

就トレからは利用者の方と職員、男女あ

わせて14名で参加しました。他に、大府

市社会福祉協議会、保護者、老人会、婦

人会、共和西自治区長さんなどが参加さ

れました。 

天候は雨にも関わらず共和西小学校の子

どもたちは、とても明るく元気に挨拶を

返してくれました。 

就トレでは、日頃から地域の方々に積極

的にあいさつを行っています。朝の通勤

時に「お早うございます」と声を掛ける

と、初めはびっくりされますが、徐々に

浸透してきており、声を掛けていただく

ことも増えてきました。   （丹羽） 
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就職トレーニングセンター 
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5回目を迎えるリカバリー全国フォーラム

は、1,200人超が参加され、8月20日・

21日の2日間にわたり、帝京平成大学池

袋キャンパスにて開催されました。 

当事者・家族・精神保健福祉医療関係

者・市民など職種・所属を超えた仲間が

全国から集い、活発な議論を行う場で

す。今回の基本テーマは、「リカバリー

志向サービスへの転換：当事者参加によ

る社会的意思決定」です。 

アメリカや他の精神保健福祉先進国で

は、当事者参加による社会的意思決定が

ここ数年、改めて注目を浴び、さまざま

な取り組みが進展しています。今回アメ

リカからアーミー・マウラさんをお迎え

し、話を聞くことができました。 

アーミーさん自身も精神障がい者であ

り、認定ピアスペシャリストの資格研修

を受けた当事者が当事者を支援するピア

サポーターとして活躍されています。リ

カバリーは「個々の尊厳や自らの道（人

生）の主導権を取り戻し維持する、生涯

にわたる旅である」と表現されており、

「誰もが旅の途中である」と。これは、

障がい者だけのことではなく、健常者も

同様であることが理解できました。リカ

バリーの価値観は、希望・個性・自己認

識・自己決定・生きがいのある生活・尊

敬・ピアサポート・地域中心・権利擁護

であると話されました。 

アーミーさんが所属するペンシルベニア

東南部メンタルヘルス協会では、先進的

な取り組みとして「自律的意思決定ケア

（SDC）」を試行的に行っています。これ

は当事者に使われる公的資金の一部を、

カードを使って自分自身が必要と考える

サービスや商品を買うことができる仕組

みです。例えば、スポーツクラブの会費

や引っ越しの費用、自動車の修理代や禁

煙催眠療法参加費などです。自ら立てた

計画に基づいて主体的に消費活動に参加

することによってリカバリーを推進する

というプログラムであり、成果が確認さ

ているという興味深い報告でした。 

また当事者の皆さんによる「私のリカバ

リー宣言」は、ユニークで笑いあり涙あ

りの楽しい発表に、たくさんエネルギー

をいただくことができました。（青山） 
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就トレ通信の中でも何

度か登場しているの

で、ご存知の方も多い

とは思いますが、就ト

レには「しごとも☆」

というOB会がありま

す。「仕事も」「余暇も」社会で働く

仲間と「共に」充実したものにしてい

きたいという想いから、平成２３年３

月から始まりました。仕事も余暇も＋

友と共に＝「しごとも☆」という訳で

す。今回は９月２２日(日)に開催された

「大府市 福祉・健康フェア」へ参加

してきました。 

昨年度は展示のみで職員が参加をさせ

ていただきましたが、今年度はしごと

も☆で販売ブースの出店をすることに

しました。OBの皆さんと話し合い、下

ごしらえや衛生面等の観点から「わた

がし」と「アクリルたわし」の販売に

決めました。事前の打ち合わせで、そ

れぞれ価格は50円、売上目標２万円を

 

 

 

 

 

 平成２５年６月にスタートさせた「カイゼン提案」は、9月末現在でで50件の提案が出されました。 

 その一例を紹介します。 

 

 < ファイルNo,47：コピーミスを減らしコスト削減 > 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トヨタを世界有数の自動車メーカーに育て上げ、先日100歳で亡くなられた豊田英二氏は「乾いたタオルでも知恵を 

出せば水が出る」と言われたとか・・・。世界のトヨタに追いつくまで就トレのカイゼン提案は、まだまだ続く。 

（正木・深川） 

大府市福祉・健康フェア出店 ～しごとも☆で参加してきました！～ 

カイゼン提案 ～常に改善・どんどん改善～ 
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目的：むり・むら・むだを省いて、わかり易く、働き易い職場作り。 

やりにくい 困った ⇒ 考える ⇒ そうだカイゼン提案！！ 

決めました。昨年の悪天候とは打って

変わって暑いぐらいの晴天のなか、

10時から販売スタート。開始早々か

ら就トレのテント前は大行列！OBの

皆さんの「いらっしゃいませ！」とい

う元気な声もあって、その列は終了間

際までほとんど途切れることはありま

せんでした。結果として、売り上げ目

標には少し届かなかったですが、楽し

い雰囲気の中、たくさんの方々とコ

ミュニケーションを取りながら充実し

た時間を過ごすことができたので、大

成功でした。 

 

参加してくださったOBの皆さんも法

被を着て盛り上げてくださったり、地

域で関わりのあるご近所さんやお友

達、会社の同僚を連れてお店に来てく

れたりもしました。「仕事」をしてい

るからこそ余暇を思い切って楽しんで

いる姿や、地域の方々や地元の友人と

仕事の話をしている姿、「職場」で得

た同僚をお店に連れてきている所を見

ていて、仕事も余暇も＋友と共に＝

「しごとも☆」というOBの皆さんが

主役の舞台が、ご本人さんたちの力で

輝きを増し始めていることを強く実感

しました。機材の貸し出しを快く受け

てくださったひかりのさとのぞみの家

さん、売り場が賑やかになるように商

品を託してくださったひかりのさと

ファームさん、そして、頑張ってくだ

さったOBの皆さんにこの場を借りて

お礼申し上げます。ありがとうござい

ました。 

（慌ただしさの中で写真を取り損ね

てしまいました。文章だけの伝わりに

くい記事でごめんなさい･･･） 

来年はもっと売るぞ～！(松村) 

×コピー時すぐスタートしたら、前回コピー時に設定さ

れた用紙サイズと枚数でコピーされてしまい、サイズミ

スや必要以上の枚数が出てきてしまったよ～！！  

 

☆そうだ、使用前に確実に「リセット」を押すように、

表示してみよう！！ 

      

○ その結果、設定ミスによる無駄はなくなりました。 

黄色のメッセージ

カードをめくらな

いとスタートボタ

ンが押せないよう

に工夫を行った。 
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７月１８日（木）、刈谷ハローワークより

職員さんにお越しいただき、就労支援セミ

ナーが開催しました。 

・最近の障がい者雇用の動向 

・企業の方はどんな人材を求めているのか 

・企業の人が面接で知りたいことはこんな

こと 

などなど。ちょっと難しい内容もありまし

たが、利用者の皆さんからは、「面接では

どんなことに注意したらよいですか？」と

いう具体的な場面の質問から、「質問でな

にを聞かれてるかわからない時がありま

す」といった困りごとの相談まで、たくさ

んの質問が出され、充実した時間となりま

した。 

 

さらに、この就労支援セミナーをきっかけ

に、８月にもご協力いただき、お一人おひ

とりに模擬面接を行いました。模擬面接

の後には個別に振り返る時間を設け、具

体的なアドバイスをいただきました。も

ちろん支援者にも「もっと早いタイミン

グでフォローを」などご指摘をいただ

き、ぐっと身の引き締まる時間となりま

した。 

 

日ごろから利用者の皆さんの「働きた

い」という気持ちを、求職活動の面で応

援していただいているハローワークの職

員さん方ですが、今回のセミナーや模擬

面接でも、本当に親身になって相談に

乗ってくださり、大変感謝しています。

今後も心強いパートナーとして、チーム

でご利用者の「働きたい」を応援してい

けたらと思っています。    （所） 

 

就労支援セミナー ～ハローワーク職員による出前講座開催～ 

１１月のプログラム予定 
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月 火 水 木 金 土 日 

         1  2  3 

       
公文学習 

振り返り 
休み 休み 

         早帰り 休み 休み 

 4  5  6  7  8  9  10 

公文学習 公文学習 公文学習 公文学習/求職活動 
公文学習 

振り返り 
休み 休み 

体操 SST 
地域生活スキルトレー

ニング 
ビジネスマナー 調理実習 しごとも☆ 休み 

 11  12  13  14  15  16  17 

公文学習 公文学習 公文学習 公文学習/求職活動 
公文学習 

振り返り 
休み 休み 

面接練習 WRAP スポーツ JST 
地域生活スキルトレー

ニング 
休み 休み 

 18  19  20  21  22  23  24 

企業見学準備 

公文学習 
公文学習 公文学習 公文学習/求職活動 

公文学習 

振り返り 
休み 休み 

企業見学 SST 社会貢献活動 ビジネスマナー  早帰り 休み 休み 

 25  26  27  28  29  30  

公文学習 公文学習 公文学習 公文学習/求職活動 
公文学習 

振り返り 
休み  

WS/作業 WRAP スポーツ JST 余暇 休み  

上：就労セミナーの様子 

下：模擬面接…緊張した様子です 



社会福祉法人 愛光園 

就労移行支援事業所 

就職トレーニングセンター 

愛知県大府市共和町7丁目83番地 
 ＪＲ共和駅より徒歩１０分 

電話: ０５６２-８５-６１０１ 

FAX: ０５６２-８５-６１０２ 

電子メール: syutore@aikouen.jp 

私たちは、誰もが安心して働き続けるこ

とができる社会の実現を目指します。 

ホームページもご覧ください 

http://www.aikouen.jp/ 

大山 泰弘 氏 講演会 

就職先企業様（25年度） 
 

社会福祉法人長福会  

  デイパーク大府 様 

学校法人至学館大学 様 

ワシントンホテル株式会社 

 名古屋国際ホテル 様 

利用説明会開催  

日時：2013年１１月１４日（木） 
午後１時３０分～２時３０分 

 

説明会終了後に個別の相談も可能です。 
場所：当センターにて 

  

求職活動を行っているが、うまくいかないと悩んでいる方や、何度か

就職したけれど長続きしない方など、お気軽にお越しください。親御

様や支援者様の同伴も可能です。 

 1１月や来年1月からの利用も可能です。個別の見学、体験も随時承

ります。お気軽にお問い合わせください。 

参加希望の連絡先：0562-85-6101（辻・松村） 

1２月からの利用者募集！ 

 社会福祉法人 愛光園 正規職員募集中 詳しくはホームページにてご確認ください！ 

http://www.aikouen.jp/ 

S.Tさん作 


