障がいのある人とその家族が
地域の中で尊厳を保ちながら
普通の暮らしが出来るよう支援する
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前田文男

新年あけましておめでとうございます。正月は好天に恵まれ、皆様におかれましても
うし

お健やかに新年を過ごしていただけたことと存じます。 今年は丑年・十二支の2 番目の
ね

年で、子年に蒔いた種が芽を出して成長する時期とされますし、丑年には先を急がず目前
のことを着実に進めることが将来の成功につながっていくといわれています。
さて、昨年を振り返りますと新型コロナウイルス感染に始まり、感染対応に振り回され
た1 年でしたが、法人では職員の皆さんのご協力によって、影響を最小限に止めることが
出来ました。この場を借りて皆さんにお礼申し上げます。
昨年の 1 年を表す漢字に【密】が選ばれましたが、密閉、密集、密接を避けて外出自粛も履行されてきたにもかかわら
ず、12 月には第三波感染が始まり、11 月末の週平均1 日あたり感染者数2041 人が、1 ヶ月後の12 月末には3528 人と1.7
倍に拡大し、移動制限や隔離のため、友人との食事や飲み会が当たり前では無い状況となりました。対面が敬遠されるよ
うになって、在宅勤務とリモートが広がり、対面でなくても良いと言う意識が定着してきて、リモートがもてはやされる
ようになりました。しかし、人のコミュニケーションは言語から得る情報はごく一部と言われていますし、感触等から多
くの情報を感じ取っていますので、リモートでは出来ないことも多いため、今こそ対面が重要視される時ではないかと考
えます。また、効率化が優先されてきた結果、社会の余力がなくなり、医療看護・福祉・物流といった日常生活を支えるエ
ッセンシャルワーカーの課題等が浮き彫りにされてきました。一方、地球温暖化等によって地球のバランスが乱れ、その
結果いろんな問題が生じてきています。その一つが新型コロナウイルスという形で現れた可能性もあります。新型コロナ
ウイルスは蝙蝠などの野生動物が宿主との説がありますが、背景には開発などによって野生動物の生息域が減少し、人と
動物との接触の機会が増えたことがあり、人間の活動が続く限り今後も第二、第三の新型コロナが現れるかもしれません。
現在、環境問題に限らず、様々な国や地域における課題解決に向けた国際目標が「SDGs
（エス・ディ・ジーズ）
」として世界的な取り組みになっています。SDGs では「持続可能な
開発目標」として17 項目が挙げられ、国や京都市、全国経営協等でも行動目標が掲げられ、
企業や各種団体にも対応が求められています。法人の障害福祉も直接的に関わってきます
ので、今後の法人における事業や取り組みをSDGs の視点で見直し、明確に位置づけて、全員で共有して実践していきたい
と考えます。
現状に安住しているだけでは必ずツケが回ってきますし、積極的に問題点を洗い出し、課題を明確にし、皆で知恵を出
し合って行動することが法人の存続に繋がっていきます。法人では、昨年から定年制延長と高齢職員の給料引き下げ等に
ついて論議中ですが、皆が安心して働け、給料を下げなくてもすむ方策を俯瞰的、長期的な視点を持って速やかに実践し
ていくことも必要です。また、求められる新規事業についても検討していきたいと考えています。
福祉が切り捨てられてはいけません。牛歩ではあるが、地に足をつけ弛まず進み続け、この新しい年が法人と職員の皆
さんにとって素晴らしい年となることを祈念し、新年の挨拶とさせていただきます。今年も宜しくお願いします。
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ｗith コロナ～新型コロナウイルス対策に万全を～
11 月以降感染者が急増している「第３波」では、12 月 26 日に京都府下で過去最高の 135
名、東京をはじめ他都道府県でも過去最高を更新するなど、新型コロナウイルス感染が全国的
に拡大しています。
12 月 20 日には、京都市内の感染経路不明割合が、45％を超えるなど、いつどこで誰が感
染してもおかしくない状況となっています。
当法人の施設では、職員、職員の家族、利用者及び利用者の家族等で、ＰＣＲ検査を受け
られる事例が先月 12 月は７件あり、累計で 3７件となりました。
内１件では、職員家族の陽性が確認され、職員が濃厚接触者となる事例がありました。幸い
当該職員は陰性で、大事には至りませんでしたが、コロナが身近に迫っていることを実感せざ
るを得ません。
福祉施設においては、ウイルスを持ち込ませない予防の取組が極めて重要ですが、感染が発
生した場合にどのような対応を取るか、そのために必要な備えを事前にしておくこと も必要
です。
未知のウイルスとの闘いは、現段階では出口の見えないトンネルの中にいる状況にありま
すが、私たち法人の取り組む福祉事業は、社会生活を維持するために止めることはでき ませ
ん。
今後とも、緊張の日々が続くことになりますが、エッセンシャルワーカーである職員の皆さ
んにおかれましては、改めてマスクや手洗いの徹底、身体的距離の確保、換気や湿度調節など、
ｗith コロナ社会における基本的な対策を継続していただきますようお願いします。
本部事務局
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洛南エリアＴＯＰＩＣＳ

【洛南障害者授産所】

洛南エリア研修を開催しました
今年はコロナの影響で研修自体も開催が無くなったり、zoom を用いての配信型の研修が開催され
たりするようになってきました。先日、とある大学の先生のお話の中で「コロナによって、デジタル
シティの波が加速された。日本と海外では環境も異なるから同じ形にならなくても、新しい社会に対
応する必要がある」と聞いて、改めて納得しつつも中々対応し切れていない自分がいるなと思ってし
まいます。
そんな中での今年のエリア研修ですが、時代の波に沿って
『サポーターズカレッジ』での動画を視聴して施設内で話し合
った虐待ついての報告を基に、エリアで参加人数を制限して集
まり「虐待を防止する継続的な取り組み」について検討を行い
ました。
サポーターズカレッジの動画は 15 分を４回の動画で、虐待
の定義～防止に向けた取り組みについて受講する形でした。今
年度は事前にイーケアラボの動画も受講しており、虐待防止に
ついて 3 回学ぶ機会となりました。動画配信を受講すること
で、従来の集合型研修では受講者だけしか聴くことができなか
った話も、パートさんや在宅でも視聴できることで職員全員が共通して受講することができました。
振り返りシートを用いて、受講した中での気づきや虐待防止に向けた取り組みについて職員会議で
話し合い、その結果をパートさんとの会議でさらに話し合う事で、情報の共有だけでなく色々な視点
からより良い施設づくりのため機会が新たに作ることができたのは、従来にはないメリットになった
と感じています。
また、エリア研修では、各事業所が振り返りシートに基づ
いて報告を行ったのですが、その中で、つい言ってしまう『ち
ょっと待ってください』等のスピーチロック。言い方を変え
る等色々な意見が出たのですが、まずはどんな時に言ってし
まうのか統計を取ってみて、対策を考えてみてはどうかと具
体的な話に方向が進みました。虐待防止として職員がゆとり
を持って業務に取り組めるように支援スキルを上げる機会
を考えてみたり、有給休暇の取得や休憩時間の確保など働き
甲斐のある職場づくりを目指していく方向になったのは、今までの支援者が頑張り続けるだけでなく
ワークライフバランスを考える、良い意味での変化に繋がっていくのではないかと思いました。
洛南授産所では、職員だけでなく利用者さんにも自身以外の障がいも知るといった目的で、
『障がい
について』動画を視聴する機会を設けたり、日常の支援の中での疑問を気づきシートに記入して検討
したりすることで、虐待防止に繋がるきっかけになったと思います。
（京都市洛南障害者授産所：松井
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崇）

伏見エリアＴＯＰＩＣＳ①

【京都市ふしみ学園】

農園始めました！
利用者さんの活動の一環として、久我の杜にある貸し農
園さん『ふれあい農園』で 10 月から野菜を育てていま
す。クワを持って畑を耕し・・肥料をあげて、ネギ・人
参・白菜・かぶらなど 10 種類以上の冬野菜の苗や種を植
えました。
それからは、水やり、草抜き、虫の駆除と…毎日交代
で、野菜を大切に育てています。初めてのことばかりで、
ちょっとした失敗談もありますが…

自然にふれながら、

みんなで育てた野菜を食べられるって素敵ですよね。

どんな野菜が育つかな？って、農作業されている利用者さんか
らワクワク感が伝わってきます。「美味しく育て！」とみんなの
気持ちが入っていますので、間違いなく(^_-)-☆♡美味しい野菜が
育ちますね♡
ある日、ブロッコリーの葉にアオムシがΣ（・□・；）…むし
ゃむしゃと葉っぱを食べていました。「虫！キャーっ！」っと、
逃げ出す利用者さんもいましたが、、、「私がやるわ！」と勇敢
に退治して下さる利用者さんも(＾◇＾)！、、、、

無農薬なので

割りばしで一匹ずつ虫を退治しました。農作業を通して、こんな
一面もあるんだぁ、、と利用者さんの新しい発見もありました。

１１月から収穫始まっています。小さな畑で、たくさんと
は…いきませんが、みんなで大切に育てた野菜、少しずつで
すが、分け合ってご家庭に持ち
帰っていただいています。味噌
汁の具やお浸しにされたり
と、、、美味しかったと好評で
した！(＾◇＾)！
次は夏野菜！楽しみです。

（京都市ふしみ学園：蒔田
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かをり）

伏見エリアＴＯＰＩＣＳ②

【京都市ふしみ学園】

アトリエ やっほぅ!！2020 年活動報告
やっほぅ‼メンバーがスターバックスコーヒーに行ってきました
5 月に新規オープンしたスターバックスコーヒー北大路ビブレ
店内にはやっほぅ‼の 4 人（日吉雅治、吉田裕志、国保幸宏、
木村全彦）の作品が常設展示されています。
コロナの影響で遅くなりましたが、11 月初めにやっと 3 人と
見学にいってきました。
店内奥スペースで作品を鑑賞しながらコーヒータイムを楽し
んできました。ちょうど店内におられたお客様から「いつもこ
こで絵をみて癒されています。」と私達にお声をかけて頂きま
した。スタッフからも絵をみるために遠方から来られる方もおられると大変有難いお話をお聞きしまし
た。
オープンから数か月がたち、作品がお店に溶け込んでい
て、地元の方々にも親しまれている、いわば「やっほぅスタ
バ」になっているように感じました。
皆さんもコーヒーにまつわる９作品が何時でも見られる北
大路ビブレ店にぜひお立ち寄りください！

吉田裕志さん初個展開催
11 月 4 日（水）～ 11 月 27 日（金）スタジオ＆ギャラリー マッツァ
ラ（京都市内）にて吉田裕志さんの初個展が開催されました。
吉田さんは 2008 年にやっほぅ‼ができる以前から月一回のワークショ
ップで作画されていました。その頃の題材は動物が多く、クレヨンを使い独
自の色使いで力作を制作されていました。
あれから 10 年以上がたち、
風景、祭り、人物、名画のシー
ンなど題材の幅は広がり、画材
は色鉛筆に変わりました。期間
中にご本人が見学に行かれて
ご自分の作品をゆっくり鑑賞
されていました。
今回は 2014 年頃から 2020 年までの作品 19 点が展示
され多くの方々にご来場いただきました。

5

「about me4」に参加してきました
11 月大阪府主催の「about me4」に他府県からのゲストとして招
待され参加してきました。
この展覧会は「作品だけの評価もたいせつだけど、作品だけでは見
えてこないものがたくさんある」をメインテーマに作品の背景につい
て知り、作者に焦点をあてたイベントです。
やっほぅ‼からは南保孝さん、堀口好輝さんが選ばれ、大阪羽曳野
市のハピバールと吹田市のホッとも参加されました。

ライブ配信の様子

この 3 施設の作品を国際障害者交流センタービッグ・アイに展示しました。
今回はコロナのため展示は一般公開されずに 11 月 29 日（日）にライブ配信されました。
前日に考察会議があり、作品制作時の物語、内在する愛や怒りなどの感情について一日かけて意見を出
し合いました。ただの遊びの落書きと思えた作品も、その時支援員から注意され興奮してその思いをぶつ
けるように作られた作品だとわかるとガラッと見え方が変わりました。アートが癒し、セラピーとしての
役割があることを再認識できました。
ライブ配信はのべ 600 人の方々に見て頂けたようです。4 日間ビック・アイに滞在しましたが、関係
者、キューレター、支援員の方々のこの仕事にかける熱さを感じました。京都ではアート系施設が集まっ
て一つのイベントを作り上げることは今までなかったので、羨ましく感じました。
京都でもこの様なイベントをこれから企画、提案できたらと思います。

堀口さんの紹介パネ
ル
南さんの作品

2021 年の予定
○「ゆびさきのこい」

勝山雄一朗

1 月 1９日（火）～3 月２１日（日）
［場所］art space co-jin（京都市上京区）
○「アトリエやっほぅ‼展」（仮名）
1 月 1２日（火）～

１月 31 日（日）

［場所］わかさ生活 書店（京都市下京区）
○「no art ,no life」

木村全彦

NHK WORLD 版 2 月公開、E テレは後日放送予定
E テレ

毎週水曜日２２：４5～

（再）毎週金曜日１１：5０～
（京都市ふしみ学園：中島 慎也）
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山科エリアＴＯＰＩＣＳ

【放課後デイ すてーじ】

クリスマス Week！
毎年すてーじではクリスマスのある週に利用者さんにささやかなプレゼントをお渡ししています。
サンタに会うとみんなちょっとドキドキ、そして嬉しそうです。
今年はクリスマスにちなんだレクリエーションや、人形劇、おいしいケーキを楽しみました。

2020 年はこれまでにない大変な 1 年でしたが、毎日みんなと笑って過ごすことがとても幸せな
ことだと気づかされた 1 年でした。
まだまだ気は抜けない状況が続いていますが、感染対策をしっかりと行い、2021 年も笑顔いっぱ
いの年にしていきたいです。

（放課後等デイサービス
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すてーじ：今村

朋里）

支援センターNEWS

【支援センターらくとう】

プリズンサークル上映＆監督トークの会
京都市東部障害者地域自立支援協議会の触法障害者専門部会（以下触法部会）では、罪を犯してし
まった障がいのある方を地域で支えるため、関係機関とのネットワークづくりや学習会などの活動を
行っています。
触法部会ができたきっかけとして、障がいのある方が刑務所を出て地域にも戻ってきたときに、地
域が不安を感じていることや、受け入れる家族や支援機関に大きな負担がかかっていることを知った
ことがあります。こういったことの解決には、福祉の分野だけでなく、司法関係や医療関係など多く
の専門分野の協力が必要なことが分かりました。
例年は研修会や施設見学会などを行っていましたが、今年度は新型コロナウイルスの影響もあり、
研修や人が集まるようなイベントが残念ながら中止や内容の変更をせざるを得ない状況になりまし
た。
そんな中でも、何かできることはないかということで、今年度は来年 2 月 22 日（月）に映画「プ
リズンサークル」上映と坂上監督のトークの企画を行います。
映画「プリズンサークル」は、「TC（Therapeutic Community=回復共同体）」という受刑者同
士の対話をベースとする更生プログラムを日本で唯一導入している島根あさひ社会復帰促進センタ
ーという刑務所を取材したドキュメンタリー映画になります。この映画に登場する受刑者は障がい
者福祉の対象ではないのですが、プログラムを受ける中で、これまでの自分自身を振り返り、犯し
た罪を見つめて、そして刑期を終えて地域に戻った時にどう生きていく姿は、彼らを受け入れる立
場に立った時にとても胸に響くものがありました。
また、何度か触法部会で刑務所見学の企画を行ってきていたのでより思うことですが、刑務所内
部の情報というものは一般の人間にはほとんど入ってこないという中で、実際の更生プログラムを
映像化していることは大変貴重な物だと思います。
当日は映画上映後に坂上監督のトーク会も行います。撮影にまつわるお話などたっぷりとお話い
ただく予定です。
会場など詳細については、パンフレットをご確認ください。事前申込制になっております。
コロナウイルス感染予防に十分配慮したうえで、たくさんの方に参加いただけたらと思います。
よろしくお願いします。
〇概要
2020 年度

京都市東部障害者地域自立支援協議会

触法障害者専門部会研修

映画「プリズンサークル」上映会＆監督トーク会
日程：2021 年 2 月 22 日（月）13：30～17：00（13：00 受付開始）
会場：京都市醍醐交流会館

ホール（京都市営地下鉄東西線

醍醐駅下車）

参加費：無料（事前申込制）
なお、「プリズンサークル」ホームページからでも申し込みフォームがあります。
https://prison-circle.com/prisonsys/jisyu/jisyu-504/
（京都市東部障害者地域生活支援センター「らくとう」：油納
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もんど）

令和 3 年 2 月 22 日（月）１３：３０～
京都市醍醐交流会館（地下鉄東西線醍醐駅すぐ）
参加無料（事前申し込み）（定員 100 名）
主催 京都市東部障害者地域自立支援協議会 触法障害者専門部会、支援センター部会
共催 京都市東部障害者地域生活支援センター「らくとう」（基幹型研修事業）

触法障害者専門部会（略：触法部会）
は，罪を犯した障害者を地域で支えるた
めに、学習会企画などの活動をしていま
す。
本企画は、映画「プリズンサークル」上
映会と坂上監督のトークを行います。
「TC（Therapeutic Community=回復
共同体）」という受刑者同士の対話をベ
ースとする更生プログラムを日本で唯一
導入している島根あさひ社会復帰促進セ
ンターという刑務所を取材したドキュメ
ンタリー映画になります。
障害というくくりではありませんが、再
犯防止に向けての刑務所での取組や、受
刑者の葛藤する心理を知ることができま
す。
日本の刑務所の内部、しかも更生プログ
ラムの映像は大変貴重だと思います。
なお、本作品は令和 2 年度文化庁映画賞
文化記録映画大賞に選ばれました！
たくさんのご参加をお待ちしています。

(C)2019 Kaori Sakagami
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スケジュール
１３：００
１３：３０

令和 3 年 2 月 22 日（月）

１６：００
１７：００

開場
映画「プリズンサークル」
上映（136 分）
休憩
坂上香監督トーク
終了

参加にあたって注意点
新型コロナウイルス感染予防のため、
以下のご協力をお願いいたします。
〇入場前の検温
（37.5℃以上の場合、入場をお断りい
たします）
〇入場時に手指アルコール消毒
〇会場内でのマスク着用
〇間隔をあけての着席
〇コロナ感染の状況によっては、内容
の変更、中止などの対応を取ることも
ございます。

京都市醍醐交流会館について
京都市伏見区醍醐高畑町３０−１
パセオ・ダイゴロー西館 2F 南
〇地下鉄でお越しの方
京都市営地下鉄東西線「醍醐」駅下車
出口１からパセオダイゴローに入れます。
〇車でお越しの方
京都市醍醐駐車場（地下 1 階）から、南エレ
ベーター（D 区画方向）をご利用ください。
2 階へあがると正面右手が交流会館です。

お問い合わせ先

申し込み方法

京都市東部障害者地域生活支援センターらくとう

① FAX での申し込み
下記の申し込み欄をご利用ください。
（FAX ０７５－５０２－００８４）
② グーグルフォームからの申し込み
下記の QR コードをご利用ください。

プリズンサークル上映会＆監督トーク

電話
FAX

担当：油納（ゆのう）
０７５－５９１－８８５６
０７５－５０２－００８４

申し込み用紙
こちらの QR コードからグーグルフォ

所属
氏名
電話
メール

ームにて申し込みできます。

参加希望される方は FAX またはグーグルフォームにて事前に申し込みください。
FAXは（０７５－５０２－００８４）までお願いします。（2月15日〆切）

10

