クラブハウス

【見学者募集中！】

2019 年 10 月 21 日発

10 月

クラブハウスゆうせんではこころの病を持たれた方を対象に生活訓練と就労継続 B
型を行っています。まずは家から出られるようにしたい、人間関係を学びたい、日中活
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動をしてメリハリをつけていきたい、働きたいけれどいきなり働くのは自信が無い、体
調をコントロールしながら働けるようになりたい、就職活動をどう進めていいか分から
ない、そんな人は一度見学に来てみてください。当日「今から見学に行きたいです」と
いうのでも大丈夫です。思い立ったら電話をしてみましょう！

ノルウェー世界会議
9 月 27 日～10 月 5 日の 1 週間の間ノルウェーのオスロで開催され、クラブハウス世界会議
に参加させて頂きました。先月の記事でも書かせてもらいましたが、初の海外ということもあり

【生活訓練】

【就労継続 B 型】

ワクワクしながら空港に向かいました。さあ、大冒険の始まりです。まず始めに空港の持ち物チ
号

クラブハウスモデルを基に活動しており、

パソコンでの仕事や軽作業、外部からの依

ェックのところで、フィンランド空港の女性職員が朝食に機内で食べようと思ったアロエヨーグ

生活ユニットとして主に事務関係を受け持

頼を受けて仕事をしています。仕事の仕

ルトが液体だと判断され「NO!!」と言われ叩き捨てられるところから僕の旅は始まりました。衝

つ仕事と昼食作りが中心の仕事を、毎日協

方、給与の分け方も話し合いで決めます。

撃です…。更に金属探知機のところでも引っかかり、胸の辺りから金属反応がすると言われサー

※お仕事募集中です※

力して活動しています。

モグラフィを見ると真っ赤な色が…。ボディチェックも受けさせられ、波乱の幕開けです。
そして、ノルウェーにはフィンランドを経由して無事に到着し、クラブハウス世界会議が始ま
りました。参加国は 20 ヵ国で参加人数は総勢 400 名以上とのことで数にまずは圧倒されまし

【賛助会のご案内】

た。会議は 5 日間行われ、主な会議の内容は全大会と分科会に分けて行われメンバー＆スタッフ

私たちの活動に賛同して下さる会員様を募集しています。特定非営利活動法人心泉会
の活動は、メンバー・スタッフの協働による「クラブハウスゆうせん」
「地域活動支援セ
ンターふらっと」の運営を通して、利用者個人のニーズに応じた地域社会における自立
促進を目指しています。
【年会費 3,000 円（入会金 1,000 円）
】
また、私たちの活動の継続性が必要となってくるため、ご寄付をお願いします。
※入会と寄付に関しましては、特定非営利活動法人心泉会事務局まで
ＴＥＬ：０５８－３８９－５１４１

のテーマに沿った話を聞くことが出来ました。また、ノルウェーのクラブハウスを見学する機会
も頂きました。詳しい内容は、整理したあとにまた報告会をゆうせんで行いたいと思っています。
この会議を通して、特に感じたのは世界中のクラブハウスのスタッフやメンバーの話を実際に聞
くことができて改めて国の文化や法律、考え方は違うのにクラブハウスモデルという１つのリハ
ビリテーションモデルで繋がれる素晴らしさと可能性を感じました。
また、分科会などではユニット活動のことやスタッフの役割など具体的な取り組みに関する話
も聞けてとても刺激を貰いました。ゆうせんの活動がより楽しく、充実して、本当に本人が望む
リカバリーが出来るようになれるよう取り組んでいきます。本当に貴重な経験でした。この経験

〒504-0911

を糧にゆうせんに良い風を流していきたいです。

岐阜県各務原市那加門前町３丁目５３番地
ニュー那加サンプラザ２A
TEL/FAX 058-322-9236

E-Mail yuusen@clubhouse.or.jp
URL【http://shinsenkai.net/】
【】
【今後の予定】11 月 3 日（日）学びの森あげタコ＆クリエーターズマーケット出店

11 月 8 日（金）夕食会

11 月 9 日（土）お仕事発見フェア 11 月 12 日（火）～11 月 13 日（水）テファフォローアップ
11 月 13 日（水）当事者と語る会 11 月 20 日（水）社会福祉大会
【編集後記】秋といえばスポーツの秋！最近、ラグビーやバレーボールなど様々なスポーツが話題になっています
ね。スポーツブームに乗っかってダイエット頑張っていきたいです！

（タニ―）

（タニ―）

【就労に突撃取材！】

ど、作業に没頭して作業のことだけを考え

私が今回、参加していて思ったのは長い事バザー

今回は先月から就労 B 型で始めたと噂の施設外就

るようにしています。

をしてきましたが、飲食店が少なく感じたので学

労の謎に迫りたいと思います。

柴漬け：工場の人間関係はどうですか？

祭でも飲食を挑戦してみたいと思いました。で

柴漬け：早速ですが、主な仕事内容はどういっ

バンビちゃん：皆と関わることはあまりないけれ

も、結果は今年のバザーも黒字が出て良かったで

た仕事をされていますか？
バンビちゃん：オークションで落札されたもの
を発送するための梱包作業で
す。
柴漬け：具体的にどんな方法で梱包してるので

ど、女性の職員さんが一人いて

す。みなさんのおかげです。参加して下さった皆

色々教えてもらっています。

さん本当にお疲れ様でした。ありがとうございま

KEI：とても恵まれています。細かめに休憩も、
もらっています。お世話になっている職員

バンビちゃん：段ボールに詰めたりしていま
す。
KEI：主にオークションに出品するものの清掃

（のりざえもん）

10 月８日に鵜沼東民協から７名の民生委員さ

くれます。ゲームが得意な人はゲームの動

朝のミーティングから参加してくださり、その

作確認をするなど、メンバーに合わせた仕

日のテーマトーク『増税になって困っているこ

事の配分もしてくれています。

と』でおおいに盛り上がりました。メンバーによ

柴漬け：おいくらぐらい給料は頂いていますか？

るオリエンテーションを受けてもらった後は、２

っています。気をつけていることは、よ

バンビちゃん：先月は 1 万９千円でした。

つのグループに分かれてキッチンと事務仕事を

り早く、より綺麗にするように心がけて

柴漬け：何か給料で買いましたか？

一緒に体験していただきました。昼食のメニュー

います。写真撮影では買う側の気持ちに

バンビちゃん：貯金しています。

はタコライスでしたが、皆さんにたいへん好評で

なって気になる部分や買いたくなるよ

KEI：時給 810 円で 1 日 3 時間、20 日間働いて

良かったです。

バンビちゃんさん、KEI さん、ご協力頂きありが

めました。民生委員さんからは、ゆうせんが世界

とうございました。私自身、新聞のインタビュア

基準の取り決めの中で運営していることをご理

いたのですが、朝起きる秘訣は？ま

ーを務めるのは初めてだったので、とても緊張し

解いただいた上で、日本の制度の枠組みの中で運

た、プレッシャーに打ち勝つには？

たのですが、刺激になるすごくいい時間を過ごせ

営していかざるえない現状について質問を受け

バンビちゃん：朝は苦手だけど頑張って起きて

ました。個人的に、働くにあたっての職場の人間

たり、貴重なご意見をいただけました。私が印象

います。睡眠はしっかりとるよ

関係に不安があったのですが、お二方の話を聞い

的だったのは、「ゆうせんに来る前は、施設とい

うにしています。

て、職場の方に救われている部分がたくさんある

うとかたいイメージだったが、実際来てみるとそ

事を知れたので、希望になりました。本日は本当

ういう雰囲気ではなく、スタッフとメンバーが横

ちや、評価されていると感じていること

にありがとうございました。

並びの関係ということが理解できた。」というコ

が、朝起きる気力の源になっています。

【学祭バザー】

ます。
柴漬け：朝、早く毎日来なければいけないと聞

KEI：雇い主から指名があって嬉しかった気持

(柴漬け)

メントをいただけたことでした。1 人でも精神障

柴漬け：調子が悪い時にどうモチベーションを

10 月 19 日（土）に、中部学院大学の学祭で、

がいやゆうせんについて理解してくださる方が

上げていますか？また、継続する秘訣

バザーを行いました。雨の中ぬいぐるみ、カバン、

増えていくのは、大変ありがたいと感じた 1 日

は何かありますか？

小物は売れて陶器は少ししか売れませんでした。

でした。

沢山のお客さんが来てくれました。

【ボランティア部交流会】

バンビちゃん：職場で休憩するようにしていま
す。
KEI：お金を貰ってやっているので、将来の事、
家族の事、色々不安なことがあるけれ

（シーモ）

学生さんとの交流会を楽しみにしていました。

来る方達は雨が降っていたので傘をさしたり、レ
インコートを着て来られたりと中々、ゆっくりと

食事の準備は実際には、個人的にあまり交流が出

見ることが出来にくい状況なのにありがたく思い

来なかったので残念なところがあります。もう少

ました。

し会話をしたかったです。どういうボランティア
を

（山さん）

【夕食会】
今回の夕食会のメニューはチーズタッカ
ルビとガーリックライスとオニオンスープ
でした。そこに加えて、サプライズデザート
この日は看護学生さんの実習のため私は
準備には関われませんでしたが、他の幹事は
じめ参加者の人達が頑張ってくれました。ガ
ーリックライスが炊飯器の故障のため炊き
上がらず、ふらっとから炊飯器を持って来て
もらい炊き直しました。オニオンスープ作り
と買い物は頑張りました。では参加してくれ
た人から感想を頂きたいと思います。
（ノンちゃん）

午後はお茶を飲みながらお話をして、交流を深

います。

います。

カンファレンスに参加していたため、あまり

んがゆうせんにいらっしゃいました。

作業と通電確認、動作確認などを請け負

うな角度で撮影するように心がけてい

今回のことを反省し、次回に活かしたいと思

でチョコレートマウンテンも用意しました。

【民生委員 交流会】

さんは人間的にも魅力があって、知識が豊
富な方です。話しかけてくれて、気遣って

すか？

した。

しているのか等、質問してみたかったです。

・チーズタッカルビが凄く美味しかったで
す。チョコレートマウンテンがあったので
すがチーズタッカルビを食べ過ぎて、食べ
れなかったのが心残りです。（柴漬け）
・ジャガイモがちょっとかたかった。（F.K）
・チーズタッカルビがホテルの料理並みに美
味しかったです。お酒が飲みたくなりまし
た。

（タニ―）

・チーズタッカルビが美味しかったです。お
酒も少し飲めて良かったです。（山さん）
以上です。ありがとうございました。

【クリエイターズマーケット宣伝】
今年も 11 月 3 日に学びの森でクリエタ
ーズマーケットに出店します。今年も手作り
絵本やアクセサリー、本などを出店する予定
です。素敵な作品ばかりです。場所は、学び
の森内にある池の近くが目印です。ぜひ見に
来て下さい。

（タニ―）

