２０１０年

ドリームごよみ

２０１０．１２．５(日) 発行

高次脳機能障害者のつどい「調布ドリーム」

日
【活動日と時間】
火・金・日曜日 1:00〜5:00
（うち料理は 10:00〜3:30）
【メモ】
ＭＴ→ミーティングの略
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１１月

月

火

1

2
音楽

西体 予約

水

木

3

4

金
5

土

アンクル

もみじ・小さい秋・うさぎ・ジョイフル）

（一人一言・ラリー・ゲーム)

西・ちず

ラボ (英語でダンス・手遊び・カード)

卓球後、新事業所予定ビル1階の視察

［福祉センター203]

［西調布体育館ＭＴ室]

8

9

6

ｾﾝﾀｰ抽選こう・西

卓球

( 合唱：

11

12

13

第107回定例会

音楽

10

西体予約

卓球

事業所

①10月ごよみ読み合せ②11月の

（合唱4曲＋トーンチャイムと鈴）

賃貸契約

ゲーム

西・ちず
アンクル

（一人一言・ラリー・ゲーム)

運営について③事業化について

料理ＭＴ （メニュー決定

終了後：ﾄﾚｲﾆｰ：料理ＭＴ、家族：ＭＴ

(時限爆弾)

ごよみ印刷

おでん・豚汁・胡麻和え・ヒジキご飯）

［福祉センター視聴覚室]

[飛田給ふれあいの家]

くに・はっ

［西調布体育館]

18

19

14

15

編物教室

16

17
出前

西体

講演会(サロン)ＭＴ

合唱6曲＋トーンチャイムと鈴）

映画

ＭＴ室

（自己紹介・グループリハの感想発表）

講演会(サロン)ＭＴ

「おとうと」

pc予約

音 楽 （サロン＆まつり用

（毛糸タワシ・ネックウォーマ・レース編み)

絵を描こう （動物園の絵）

20

［福祉センター視聴覚室]

(時間・担当等再確認と決定)

PC教室 コーチ・エイ子 家族2、トレ1

[飛田給ふれあいの家]

視聴覚室 ちず・西

料理最終確認MT
（作り方確認、材料買物各担当決め）

［西調布体育館]

21

22

23

料理教室

第１9回

見学者と共に自己紹介など

24

(ヒジキご飯・おでん・豚汁・青菜と

運営

絵手紙

油揚げの胡麻和え・フルーツ寒天)

委員会

(年賀状＆ドリームロゴ文字)

サロンリハーサル

1-5時

[染地地域センター]

たづくり11F

28

29

30

25

26

27

卓球
（一人一言・ラリー・ゲーム)
サロン配布

講演会(サロン)最終確認

認知リハ （3種類とサロン用を決定）

資料印刷

＆福祉まつりの準備

[飛田給ふれあいの家]

けいこ・ちず

［西調布体育館]

設立9周年記念講演会

カラ オケ

1部 「脳損傷者を地域で支える」

8人

この夜・ひいらぎ・ｼﾞｮｲﾌﾙ・ｼﾞﾝｸﾞﾙﾍﾞﾙ）

音楽

講師 麦倉泰子氏

[カラオケ

2部 「メンバーが語るグループリハの力」
［福祉センター201〜203]

・サラ]

講演会(サロン)反省会
福祉まつりＭＴ （役割と時間）

（福祉まつり用：きよし

［上石原ふれあいの家]

28日 調布ドリーム設立9周年記念講演会
(且つ、第13回ドリームサロン)の追加事項
1部講演会： コメンテーター・田中眞知子氏
2部： 活動紹介スライド、合唱発表、認知リハ体験
参加者 63名 （ゲスト24名、ドリーム参加者39名
トレイニー17、家族13、コーチ2、ボラ5、講師2 ）

＜代表のちずちゃん＞
28 日の調布ドリーム設立 9 周年記念講演会(且つ第 13 回ドリームサロン)は、トレイニー達が、ボランティ
アの西やん、たけさんと一緒にミーティングを重ねて準備しました。また資金班は事業所資金調達のために、
音楽コーチのルナさんの指導で作ったクリスマスリース等々の手作り作品販売を企画、絵手紙コーチのエイ
子さんはみんなの描いた絵手紙でカレンダーの作成と販売を企画。28 日当日は、受付から講演会、休み時間
の作品販売、ドリームメンバーの発表に、事業所設立に向けたみんなのエネルギーが熱く感じられました。
また参加いただいたお客様から沢山の励ましの言葉と元気をいただき、感激の一日でした。もうすぐ 12/4
(土)の福祉まつりです。1 週間に 2 回の大イベントで大変ですが、多くの方との出会いがあり、また作った
ものを販売する緊張感とワクワク感がいいですね。12 月からドリームは飛田給駅から徒歩 1 分の所(来年 4
月事業所開所予定地)で、まさに地域の中での活動を始めます。残念な事に今月末のファイザー助成金の最
終審査でドリームは採択されませんでした。厳しい門出になりますが、元気を出して頑張りましょう！
＜その他の記録＞

矢田 千鶴子

10 日(水) 自立支援法に基づく障害福祉サービス事業所指定申請書類作成の打合せ(くに・やんママ・ちず)
12 日(金)＆23(火) ボランティア参加者: 松岡恵子さん(蒲田寺小屋・精神保健福祉士)愛称:まっちゃん
13 日(土) 飛田給駅傍 TBK ビル 1 階事務所賃貸契約 於･ｼﾃｨｴｽﾃｰﾄ不動産(かず・きっ・くに・けいこ・ちず)
14 日(日) ①エイ子さんのパソコン教室開始(月 1 回日曜予定) 参加者(けいこ・はっ・こう)
②14 日(日)＆23(火) ホームページ更新打合せ(吉岡氏、けん、エイ子、ムーラン、ちず)
15 日(月) ①福祉まつり最終説明会(かず・きっ)、②ボランテイアまつり検討会(ちず)
23 日(火)＆26(金) 見学者：K.Y さん(脳梗塞・調布市)と K.K さん(母)
24 日(水) 東京都へ障害福祉サービス事業所指定申請書類の確認と相談 (くに・ちず)
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☆☆調布ドリームでは、みんなが呼称を申告し、対等で打ち解けやすい呼び方を取り入れています☆☆

トレイニーのページ

＜とよくん＞インタビュアー妻
編み物教室で、タワシを 2 個編んだ。仕上げは、ようちゃんがしてくれた。料理教室のデザート班でフルー
ツ寒天を作った。にしやんとようさんと作って楽しかった。甘党のおれには砂糖が足りなかったね。
50 代 男性
＜やんくん＞

<28 日 講演会のあとで↓>

21 日に行われた料理教室
で柚子コショウを利かせ
た小松菜の胡麻和えを作
って、ちょっと変わった味
だったけど美味しくでき
たと思います。それと、29
日の設立 9 周年記念講演
会ではオーストラリア・ク
イーンズランド州の脳損
傷者地域リハビリテーシ
ョン・システムの視察報告をして下さいました。自分は最後に閉会の挨拶を言いました。

20 代 男性

＜きっちゃん＞
今日はもう 12 月 2 日です。一年というものが何と早く過ぎてゆくものかと、実感しています。私としては、
会に対しても皆の為でも何も出来ずに終わってしまいそうで何だか怖いです。私なんて、本当は、ちっぽけ
な微々たる存在でしかないのに、でも何か出来る事があるのではとついつい思ってしまうのは、間違いでし
ょうか。なんて、上がったり、下がったりの今月、この頃です。

60 代 女性

＜やまちゃん＞
仕事について１ヶ月半、初めは仕事をこなす
だけで精いっぱい、疲れ果ててしまう毎日で
したが、やっと周りを見る余裕が出て来まし
た。皆さんに甘えるばかりの私が、誰かの役
に立てて相手から本当に喜んでもらえた時と
ても嬉しかったです。今でもいろいろな事か
ら、これも障害だから仕方ないと自分に言い
訳して逃げてしまいます。そんな弱い私、も
っと強い自分になりたいです。久しぶりの料理教室楽しかったです。ドリームサロンも司会をさせて頂き少
し自信が付きました。私は、ドリームに帰るとホッと安らぎます。皆さんありがとう、これからもよろしく
お願いします。

60 代 女性
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＜すすむさん＞
今月中程に、三鷹の障害者就労支援センター「かけはし」で夕食会が有りました。その会に初めて参加して
障害は違っていても、同じ様に障害を抱え持って働いている多くの人達と一緒に食事、話ができた事は、私
にとって忘れていた何か？逆に言えば新鮮な感覚が伝わって来た会に出席でき良かったです。 50 代 男性
＜メグちゃん＞
働き始めてから 3 ヶ月がたちました。楽しく働いてるのですが、やはり疲れが出てきています。落ち葉が物
凄い量でとても大変です…。リハビリを兼ねて右手でほうきを持って左手でちり取りを持ってやっているの
ですがとても疲れます。それでもたまに職員の方たちや利用者の方に手伝って貰ったこともあります。
これからも頑張って働いていきたいと思ってます。

30 代 女性

＜こうちゃん＞
28 日は、講演会の司会をやまちゃんとしました。やまちゃんに原稿を用意してもらったので助かりました。
30 代 男性
＜ひでさん＞
私がかねてより見たかった（中学生かな？）ゴッホの絵を見に行きました。自画像・ひまわり・・・すごく
良かったです。日本人にこれだけ人気があるとは知りませんでした。何か日本的な感情があるのかもしれま
せん。大変な人出でおどろきました。まだまだモネやルノアール等たくさん見たいです。

60 代 男性

＜マーくん＞
私は調布ドリームに行って卓球やみんなで歌を歌ったりして、毎日じゅうじつな１日をすごしております。
みなさんにめいわくをかけることもありますがよろしくおねがいします。

30 代 男性

＜ようさん＞
先日、妻と二人で東京タワーへ行った。何年ぶりか？いや何十年振りのことだろう？今では高層ビルが建ち
並び、展望台からの景色も高さを感じなかった。さらに第２展望台まで昇ってみた。流石にここまで来ると
高さを感じた。平日の為か観光客は少なかったが、その内団体客がやって来て急に賑わった。中国人観光客
であった。ここでも中国人パワーが感じられた。食事をし、お土産を買って帰った。東京見物の一日でした。
50 代 男性
＜ひろくん＞
今月もありがとう。だけで、すみません。これからも宜しくお願い致します。

40 代 男性

＜こうきちさん＞
今年の 11 月は高尾山を実によく歩いた。リハビリを兼ねての登行だから、登りも下りもケーブルカーなど
は乗らない。まず 3 日の文化の日(水)は、稲荷山コースで山頂へ登り、昼食後は尾根伝いに城山から小仏峠、
そして小仏からバスで高尾駅。6 日(土)は高尾駅からバスで小仏へ行き、そこから影信山へ登り、城山から
高尾山頂へ。混雑しているケーブルを横目に 1 号路を下山。14 日(土)は琵琶滝コースで山頂、尾根を伝って
城山へ。そこでのなめこ汁は美味かった。20 日(土)は陣馬高原下から和田峠を経て陣馬山に登り、明王峠か
ら相模湖駅へと降りた。11 月 5 回目の 27 日(土)は、再び琵琶滝を経て薬王院から山頂へ行き、尾根伝いに
城山、小仏峠、影信山から城山下の富士見茶屋に下り、相模湖駅まで甲州街道を約 3 キロ歩いた。いずれの
日も、良い天気のせいもあって山頂は大変な人出だった。残念だったのは、雲のせいで山頂から富士山はあ
まりよく見えなかった。しかし、晩秋の紅葉はきれいで、近くでこんな山旅が出来る楽しさが味わえてうれ
しかった。

70 代 男性
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＜ないちゃん＞
と言う訳で、何を掻いて、斯いて、酔いのか、判り益せんが、へへへへ、チョッと、一寸、度いう訳で、
（双
子のザ・タッチ？ウチの双子は、雄輝と元輝）で、ですが）＜（。。）＞安くて、ドウもスイマセン（故林家
三平）
。実はですね、実話なんですが、先日まで新天本病院と謂う処に、入院して在り、折り、イマ疎かり、
（古文でーす。ちょっと違うかな〜）で、おりました。其処の、看護師さんで、ナントカ順子さん、という、
（家の伯母で、順子さんと謂う人が、居まして、もう亡くなっていますが・・・）方が、いらっしゃーい、
ました。（桂三枝？）と言う事でまた、次の回でーす。其れが如何しーた（ハクション大魔王の途中に出て
くる？男性）。

40 代 男性

＜つとむさん＞
最近小さい頃のことを少しずつ思い出してきている。仕事で走り回ってた頃がなつかしい。

50 代 男性

＜みほさん＞
記憶力は、メモや手帳を使ってカバーします。計算力は、電卓が助けてくれます。文章を書くには、パソコ
ンが大いに役に立ちます。交通事故の後 13 年間、ひとりで試行錯誤を繰り返しここまで来ました。それで
も、自分ひとりではどうすることもできない困難があることに気付きました。そこで、視点を変えてみまし
た。思考力、判断力の弱点は誰か他の人の頭を借りることを思い付きました。少し気持ちが楽になりました。
50 代 女性
＜アンクル＞
私は今回は約 2 週間程海外出張して帰りました。
お陰様でほぼ大過なく過ごす事が出来ました。
と言うのも、
自分の思うような言動を期間中常に戒めてきましたので、それが功を奏したのかもしれません。自分の状態
もまだまだこの程度なのかと悲しく理解しています。これだけの期間を自分の思うような言動を常に戒めて
たのは本当につらいことでした。 さりとてこれだけの期間を自分の思うような言動を取っていたならば、
きっと全て（期間中私をとりまく）の循環とバランスが壊れておかしくなってどのようなことになっていた
事やらと推測します。きっと一般社会人の方々もこのような自制心と判断力を頭の中を駆使してコントロー
ルが出来ているのでしょう。いつも私の考えている「高次脳機能障害」の方の「卒業」はどこにあるのだろ
う？先述のコントロールの駆使が容易に出来ることが私にとっての「卒業」になるのでしょうか？ 現状の
私との差異は後、どの位残っているのでしょう。出来るものなら自他共に「卒業」を賞賛し合わなくても良
いから、実感出来るような思いで自分の心に念じています。

60 代 男性

・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
11 月のトレイニーの係

敬称略

［司会］火曜 MT:ひで・こう、日曜定例会:こうきち(ちず)、金曜 MT:きっ・やま、金曜卓球一人一言: マー
or サトシン

[西調布体育館予約督促＆ＰＣ予約]西＆アンクル(ちず)

書＆ごよみ原稿手書き分打込み]ひろ(とも)
シン [会場作り]全員

[ごよみ原稿督促＆ボラ活動室予約]やま

[カラオケ予約]とよ [ネームプレート]ひで

う [サロンタイムキーパー]みほ
11 月の家族＆ボランティアの係

[福祉ｾﾝﾀｰ抽選]こう

[活動報告

[会場の鍵]サト

[サロンリーダー] やま・きっ・こ

[運営委員]きっ・やま・火星・よう・ひで・こう・なご
敬称略

[会計・料理・ごよみ発送等・連絡]やんママ
物品預り管理・参加者出欠チェック]かず
選]西 [ごよみ用活動記録]サトママ

[編物預り・カラオケ・会場直接予約]けいこ

[運営委員会の記録]くに

[会計補助]みっ

[調味料箱＆

[福祉センター抽

[外向けごよみ印刷・図書]くに・はっ [印刷用紙調達]はっ [ごよ

み配布:市役所･市議会事務局・教育委員会・調布病院リハ室]けいこ [ごよみ配布：慈恵第三病院]きみ
メラ]西・けいこ・ちず [ごよみ＆月間プログラム作成・相談電話対応]ちず
[運営委員]けいこ・かず・やんママ・サトママ・ちず・西・たけ・けん
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[カ

[サロンリーダー]西・たけ

11 月の参加者

敬称略(出席回数の多い順 記入なしは１回 見学者は含まず) ｛総数 55｝

トレイニー：こう 15・とよ 14・きっ 14・マー13・サトシン 12・よう 10・火星 9・こうきち 8・なお 7・や
ん 7・ひで 6・やま 6・なご 5・アンクル 4・ない 3・みほ 3・メグ 3・つとむ 3

(18 名)

コーチ：ルナ 5・みね 3・しょう 3・ムーラン 2・エイ子 2・もっちー2・ようこ・麦・みかん・みや・みよ・
よう・じゅん

（13 名）

ボランティア：西 12・たけ 10・きみ 7・チャコ 4・けん 4・まっ(松岡)2・タッシー2・ジミ

(8 名)

家族：ちず 20・けいこ 18・かず 13・サトママ 13・くに 12・やんママ 9・なおママ 8・はつ 5・エイ子 4・あ
み 3・みっ 3 ・かわ 3・やんパパ 2・ちー2・みか・マー二ｲ・マーママ

（重複１ 18 名）

11/7(日) 第 107 回定例会記録 出席者 26 名(トレ 14、家 9、ボラ 3) pm1:00〜5:00 福祉ｾﾝﾀｰ視聴覚室
★合同定例会 司会：こうきち・ちず

記録：エイ子

Ⅰ

10 月ごよみで 10 月の振り返り＆校正（報告部分と欠席者の分:みほ･なごが読み上げ）

Ⅱ

11 月の運営について

1 係の変更：｢カメラ｣メグママ辞退

2 事業化に向けて ①物件班(かず代理ち

ず)：飛田給 TBK ビル１階に決定 11/13 契約(１月の NPO 登録が条件)、12/1 入居予定。12 月から事業所予定
地で活動するので名称変更案:｢高次脳機能障害者のつどい｣→｢高次脳機能障がい者活動センター｣、調布ド
リームは同様、異議なし。 入居に伴い看板は「調布ドリーム」にする ②利用者募集班(けいこ)：チラシ
あり。持参したいところがあったら持っていってほしい。白地はまとめて置く場所用、ピンクは個別用。サ
ロンでも配布。100 部増刷。2 か月ぐらいはこのチラシを使用。③資金班(くに)：クリスマスリース他をサ
ロン、福祉まつりで販売。資金集めについてどのような行動をしたらよいかという提起に対し、＊自転車店
を回る（障害を知ってもらう）＊10 か所ぐらいピックアップしてまわる。＊チラシの内容を再検討（くに、
なご、みほ中心に検討）④絵手紙カレンダー(エイ子)：教室での作品をまとめて来年のカレンダー製作と販
売の提案→歓迎される
Ⅲ

その他 ①福祉まつりのおでん：きみ、やんママ担当。前日に染地センターで調理。資金班中心に手伝

う。②ＰＣ教室：11/14、13:00〜15:00 ③販売物品寄付：やまよりダンボール 1 個分。品物の説明。④サ
ロンのタイムキーパーについて→必要(担当:みほ)
定例会終了後、トレ＆ボラ：サロンＭＴ。家族：ボラ活動室でＭＴ。
・
11/22(月)第 19 回運営委員会記録 於 たづくり 11F 皆の広場、pm1:00〜5:00 司会：ちず 記録：くに
☆トレ：よう・なご・こう

家族：けいこ、やんママ、サトママ、くに、ちず

ボラ：西：たけ

欠席者：きっ・やま・火星・ひで・かず・けん
配布資料：検討議題・12 月予定表・サロン配布資料 1-2 頁(エイ子作成)・ホームページ更新案(けん作成)
Ⅰ

講演会兼サロンについて：①配布資料の印刷等 70〜80 部(けいこ・ちず) ②クリスマスリース等の販

売：あみ・ルナ・くに ③絵手紙カレンダーの販売：エイコ、けいこ ④アンケート：去年同様
Ⅱ

12 月予定表と運営について ①5 日の定例会→たづくり 11F ②7 日→新拠点。それまでにイスと机を

購入。③10 日卓球に麦ちゃんゼミ生数人が見学＆アンケート調査で参加 ④料理教室は忘年会を兼ねる。5
日定例会後のトレイニーMT で諮る ⑤12 日はトレイニーと家族と別れて茶話会 ⑥16 日あけぼの学習会演
者の確認(きっ・かず・なご・くに・マー・マーニｨ・けいこ・ちず) ⑦24 日はクリスマス MT。
Ⅲ

福祉まつりについて ①11/26・30 はまつり MT ②物品班、お汁粉班、おでん班に分ける

Ⅳ

事業所の取り組みについて ①11/24 東京都に事業所指定申請の相談に(くに・ちず) ②調布市家賃補

助の申請は障害福祉課で 2 月に申請 ③１月に理事会を開き重要事項運営方針を諮る ④利用者班と資金班
は福祉祭りとあけぼの学習会でチラシを配る ⑤物件班： 11/13 に TBK ビル 1F 契約の報告
Ⅴ

その他

①内閣府リハビリアンケート協力：定例会で渡す(担当やんママ)

②各種会報を回覧にする

(担当やんママ) ③ホームページ更新案：ロゴ作り→絵手紙で挑戦。内容は HP 担当に継続して任せる。
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11/21(日) 料理教室 25 人分

報告：料理担当のやんママ ()内はサポート役、｢｣内は感想、＊はリーダー

①おでん（福祉まつり出店予行）・・・＊なご、こうきち、マー、
（くに）。
「具材は美味しく、じゃがいもを入れて良かった。ゆでたまごの殻がきれいに剥けた（熱湯に入れて茹でた）
」
②豚汁・・・＊こう、やま、サトシン、つとむ、
（たけ、かわ）。
「具材が多かったが、皆手際よく、丁寧に切った。
バランスがかみ合っていなかった？薄味だった(味
噌が少ない)」
③小松菜の胡麻和え・・・やん、めぐ、
（サトママ）
。
「柚子コショウを使ったので、新鮮で美味しかった。
茹で方が丁度よかった」
④フルーツ寒天・・・とよ、よう、
（西ヤン）
。
「甘味が足りなかったような気がするが、美味しか
った」
⑤ひじき混ぜご飯・・・＊火星、きっ、(キミ)
「煮汁でご飯を炊き、具と胡麻をまぜた。家でも作
りたいと皆さんから好評でした」
★ 私は遅刻しての参加でしたが、順調に調理しているトレイニーを見て安心し、何もせず、おいしい所ど
りで、ご馳走になりました。塩分、糖分控えめの身体に良い健康食で、皆んなでお腹いっぱい食し、楽しい
料理教室でした。（やんママ）★

ここからコーチとボランティアのページ
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＜卓球のみねちゃん＞
11/5、12、26
今月の原稿はお休みします。
荻野 峰子

＜音楽のルナさん＞ 11/2、9、16、28、30
今月は 28 日に「ドリームサロン」が有りました。今回は麦ちゃんと田中さんによる「オーストラリアと日
本における福祉の有り方」等について、お話が有りました。オーストラリアの福祉システムを中心に日本の
システムとの比較が行なわれました。国民性の違いや、経験の違い等から一概にどちらが良いとは言えない
とは思いますが、日本において、子供の高次脳機能障害者に対するシステムが全く手付かずの状態に有ると
言うのは、やはり大きな問題なのでは・・・と感じました。このお話しの後、音楽の発表も有ったのですが、
今回私は、７月のサロン後４カ月の間に課題として７曲を提示していました。合唱、輪唱、英語の曲、そし
てトーンチャイムを使っての曲とかなりレベルの高いものでしたが、バタバタしている私を横目にトレイ二
―の皆さんは、難無くこなして
行かれました。トーンチャイム
の音は、私もホッ！として好き
なのですが、皆さんもお気に入
りの様子で、意気揚楊とやって
いる姿を見ると、とても嬉しく
なります。来月は、調布市の福
祉まつりが有りますが、良い演
奏で一年を締め括れる様頑張りましょう。

星野 千月

＜絵のようこさん＞ 11/14
今月は時計を持って行きました。編み物のあとでお疲れのところ、みなさんがんばって写生してくれました。
出来上がらなかったかたはまた来月ということに。マーくんはいつものようにけい子さんの似顔絵でしたね。
うちには古い形の置時計がいろいろあります。小さいものふたつはアンティーク風ですが電池で動くもので
す。いちばん大きいのは、父の形見です。ぜんまいを巻くと動くのですが、今は 2 時 55 分で止まったまま
です。大きな古時計の歌のようですが、これは父が亡くなった時刻ではなくて、娘の亡くなった時刻です。
時計は止まったままでも、時間はどんどん過ぎて行きますね・・・2010 年ももう少ししか残っていません。
時間を大事に使いたいと思います。

高原 容子

＜ゲームの純さん＞ 11/9
11 月９日は、私が道に迷ってしまったため、時間が短くなって、一つしかゲームができませんでした。
7

でも簡単なゲームなわりに楽しくで
きたので、詳しく紹介します。ゲーム
の名前は「時限爆弾」（タイムボム）
で、９日はトランプでやりましたが、
本当は専用のカードがあります。作っ
たのは高橋浩徳さんで、その昔テレビ
で放映されたクイズ番組「タホイヤ」
で有名な人です。専用のカードには本
当に爆弾の絵が描いてあったり、時計
の絵が描いてあったりします。ほかの
カードは「右に回す」「左へ回す」な
どのカードです。手札は二枚で、順に自分の番に山札から一枚カードを引きます。もしそれが時計カードな
らすぐ開いて場に出し、もう一枚引きます。もしそれが時計カードでなければ、手札に入れて一枚開いて捨
てます。今拾ったカードを捨ててもいいのですが、爆弾カードは捨てることはできません。捨てたカードが
「右に回す」だったら全員手札の一枚を右に回します。「左に回す」なら全員手札の一枚を左に回します。
このようにしていき、５枚目の時計カードが出たとき爆弾カードを持っていた人が負けです。９日には、本
物のカードがないので、トランプで代用しました。人数が多いので各自が山札から引くのではなく、私が代
表して山札から引いたカードの指示に、みんなが従う方式にしました。トランプですから、スペードＡやジ
ョーカーを爆弾にしましたが、やっぱり本当に爆弾の絵が描いてあった方が気分が出ますよね。 草場 純
＜編物のみやさん＞ 11/14
直さんとママが姿を見せてくれました。何事もなく
ホッと胸をなでおろしたハプニングでした。心配事
の後には「おめでとう！！」です。モチーフ一つで
完成まちのきっちゃんのベストが完成しました。と
ても似合ってます。とよさん、サトシン、ヒデさん、
マー君は最近ドリームのタワシで流行っている花
やリボンのモチーフ付きの「タワシ」を完成しまし
た。山ちゃんはベストの仕上げです。でも本当に何
事もなく「直さん良かったネ！！」の一日でした。
茨木 みや
＜認知リハのもっちー＞ 11/23
今月は私の勘違いにより短時間の
認知リハになってしまいました。
本当に申し訳ないです。さて、行
った内容ですが、身体当てゲーム、
タップ、足し算引き算を行いまし
た。久しぶりの室内での認知リハ
ということもあり、定番の内容な
がらいい刺激になったのではないかと思います。みなさんで話し合って決めた内容をドリームサロンで行い
ます。このごよみが発行されているころにはドリームサロンは終了していますが、無事に行えることを期待
しています。いよいよ年の瀬、師走です。急激な寒さも考えられますので、体調管理には十分気を付けまし
ょう。
（自分に言い聞かせるためにも書きました）

大類基史
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＜ラボのムーランさん＞ 11/2
9 月の NPO 立ち上げの総会に始まって、
いよいよ 12 月からは新しい事務所も
開設され、「高次脳機能障害者のつど
い 調布ドリーム」の活動は順調に動
いているようで素晴らしいですね。も
ちろんここにいたるまでと、これから
4 月の開所に向けて沢山の課題が出て
くるでしょうが、微力ながら何かお手
伝いできればと思っています。新しい顔ぶれが増え、調布ドリームをきっかけにして社会に巣立つ事例が増
えるといいですね。

村上 敬子

＜絵手紙のエイ子さん＞11/23
去年あたりから皆さんの絵手
紙をカレンダーにすることを
考えていたのですが、なかなか
考えがまとまらずにいました。
そうだ、毎月「ごよみ」に載せ
ている絵手紙をそのままカレ
ンダーにしたらどうだろう？
全員の絵手紙が載ることにな
るから不公平にならずに済む
し・・・と思いました。今月の
絵手紙のテーマを年賀状にし
たので、ちょうど「卯」年のカ
レンダーに間に合いました。年
男のもっちーさんも初参加で
花を添えてくれました。1 枚 1
枚は地味ですが、緑の台紙に貼ると、黒、赤、白等のコントラストが映えて素敵な年賀状になりました。カ
レンダーを作って販売したのですが、A4 判とハガキ版の一月の日付が間違えてしまい、大失敗！（にしや
ん教えてくださって有難うございました）買った方、ご連絡ください。

加藤 エイ子

＜ボランティアのたけさん＞
先日 西ご夫妻ときみちゃんのお姉さん（旭川在住）と４人で浅草に出掛けました。浅草見物は何年振りだ
ろう・・・。本日の昼食は、待望の「駒形どぜう」
。そこは歴史を感じる店構だった。メニューは全て「ど
じょう」づくし。板の間に座り、足無しの長板がテーブル代わりだ。長板に向き会い、熱々の「どじょう鍋」
に、薬味の葱を山盛りにのせて、膝を立てて食う江戸下町の庶民を連想しつつ、飲む一杯のお酒の味もまた
格別でした。食後は雷門に向かう。月曜日にも拘らず凄い人出、また外国人の多いことには驚く。人波に押
されながら仲見世を覘き、浅草寺（せんそうじ）から六区を散策。次のターゲットは水上バスに乗船であり、
吾妻橋に急ぐ。そこからスカイツリーがバッチリ見える為、乗船客に加え大変な賑わいだ。更なる観光名所
となることでしょう。さて乗船、水上バスは初体験だった。早速船内で地ビールを頂くが、味は今一！だっ
た。船上からの風景はまた別世界だ、特に月島界隈のタワーマンションには圧倒されつつ、何時しか小春日
和の船旅に、皆こっくりこっくりと舟を漕いでいる。お客さん終点ですよ！日の出桟橋に到着、帰路に着く。
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皆さんにも、身近にある新しい東京観光をお薦めします。

宮武 秀行

＜ボランティアの西やん＞ 第 13 回ドリサロ「設立 9 周年記念講演会」に思う
回を重ねる度に、各種準備も手際良く進む様になりました。そして、今回は沢山のお客様をお迎えすること
が出来ました。大変良かったと思います。何故かサロンの現場は何時も、皆さんが緊張感を持って取り組ん
でいる様子が見えます。そんな中、今回は特に感動が有りました。それは、トレイニー発表に反応されたお
客様の中からの発言でした。「13 年前から障害で苦しみ始めて、最近漸く「高次脳機能障害」と言う言葉を
知り、仲間のいる事も知り、今は積極的に行動をしています」と言う、大変明るい表情でのお話と、不幸に
して両眼の視力を無くされた方（同伴された
ボランティアのちゃこちゃんにもエールを
送ります）が「私は目が見えませんが、今と
っても楽しいです、何時でも、何処でも声を
かけます」このお二方のお話を、改めて自分
に問いかけ、感動と勇気を頂きました。何事
も前向きに実行することの素晴らしさ！時
には不愉快な事も有るでしょう、とにかく、
外に出て人との出会いが大切だと改めて実
感したサロンでした。

西 勝義

＜講演会場の一部 活動紹介と手作り作品↑＞

＜ボランティアのタッシー＞
11 月は定例会とドリームサロンにしか参加出来ませんでしたが、熱気やエネルギーの高まりを感じました。
新生ドリームが多くの人の助けにならんことを祈ります。

田代 秀一

＜ボランティアのまっちゃん＞
ドリームの課題をいろいろ行わせていただきましたが、慣れない環境と作業でけっこう疲れました。初めて
のことは疲れるのだ、ということを忘れないでいたいと思います。

松岡 恵子

ここから家族のページ
＜講演会第 2 部 ドリームメンバーの発表↓＞

＜けいこちゃん＞とよくんの妻
11 月は初めて飛田給ふれあいの家でリハ
ビリをしました。少し狭いけれども厨房も
あり良い所です。設立９周年記念講演会に
麦倉先生がお話してくださり、啓発活動を
学校などに出かけてして、若い人に知ってもらうことが良いのではと言う言葉が心に残りました。なかなか
難しいことですね。また、お誘いした方の感想は、「トレイニーの発表で高次脳は見えない障害と言われて
いるけれども、ちょっと分かったように思いとても良かった。用事があり遅くなってしまい、麦倉先生の話
を聞けなくてとても残念でした。また、聞ける時があったらいいなあ。」と言っておられました。また、田
中氏の話で「東京では、子供の高次脳の支援は全く遅れています。」と残念そうに言われていた。私はこれ
から少しでも子供の高次脳機能障害の予防と支援が行われると良いと思いました。
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＜かずさん＞ きっちゃんの夫
今年も後 1 ヶ月なんとか無事にと思うが、12 月半ばにもう一山が有る。参加して 4 年ドリームもトレイ二ー
も少しずつ様変わり、社会復帰も入会当初から見ると随分多くなり嬉しい事だけど又寂しくなるとよく言う。
主婦業復帰が完全とは行かないまでも少しずつ私の負担は軽くなって来たのは事実。この生活に慣れたのか、
又は妥協か諦めか、いや良くなっているかもと頭の中を思いがグルグル回る。
＜やんママ＞
今月は公私ともに、慌ただしい日々を送っており、あっと言う間に暦の原稿の締め切りに追われつつ、時間
がな〜い。
（困った〜）。ドリームでは料理教室、設立９周年記念講演会も無事に終わり、トレイニーの活躍
に成長が見られ、息子やんくんの閉会の言葉も、事前に一人で悩み考え、緊張しながらも良く頑張ったと思
います。「グループリハビリの持つ力」を改めて感じました。
＜みっちゃん＞ひでさんの妻
この頃私の体調が良くなくいろいろ調べています。ふっと思うんです。私に何かあったら主人はって・・・
頑張りま〜す。
＜サトママ＞
11 月 28 日設立９周年ドリームサロンは麦倉泰子先生、田中眞智子氏の講演は，オーストラリア、ニュージ
ーランドの福祉の状況と地域の方々の福祉への感心の深さが良く説明され興味深く拝聴する事が出来まし
た。終始良い雰囲気で進行され参加の方から（とても楽しかった）とお言葉を頂きドリームの良さが伝わっ
た様に思いました。今更ながら息子を仲間に加えてくださった事に敬意と感謝を感じて居ります。代表をは
じめ講師の先生方、ボランティアの方々、有り難うございました。此れからも宜敷くお願い申し上げます。
＜エイ子さん＞こうきちさんの妻
9 周年の講演会の当事者発表では一応まとまった話が出来たように思います。今までは、話がとりとめなく
続くことが多く、いつ終りになるかハラハラしていました。少しずつよくなっているのかなと思いました。
＜なおママ＞

＜グリーンスリーブスを英語で独唱↓＞

先月、編物の日、京王線で調布駅の改札を出、何時
も私の後からついてくる直樹が横をふり向いたら姿
が見えないのでびっくり、とりあえず家に戻りまし
た。しばらくして国領の警察署から電話があり保護
して居ますとの事でタクシーで警察署へ行き、待た
せていたタクシーで福祉会館に戻り編物には間に合
いませんでした。28 日のドリームサロンのお客様で
目の見えない方がいらっしゃりその方が前向きに生きていらっしゃる事に感激致しました。
＜ともちゃん＞ひろくんの妻
平日は毎日作業所に安定して行っていますが、何もない時はないのが事実です。なにかしら問題はあり、そ
れに慣れた私達が普通に生活を送っているだけなのかもしれませんね。万全な予防策で試みても、あらっと
思う事も多々あり、笑いで流せる時とそうでない時とはあります。でも、ひろくんが肩を落として「なんに
も覚えてないや〜」というと、些細な事なんてどうでもよくなってしまいます。今を生き、生かされている
だけでもういいわ〜ってずっと思えるまでにはもう少し時間がかかるかもしれません。
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＜メグママ＞
８月から有料老人ホームのパートの仕事がスタートしました。目標の介護の仕事ではありませんが、以前の
職場である特養と同じ雰囲気の中で仕事ができる事は嬉しいようです。三鷹市就労支援センターの担当の方
も時々職場に訪ねてこられ、仕事の進め方のチェックをしてくださり、また施設長との意見交換もして頂い
ています。家庭でも｢自立｣を目標に少しずつ生活習慣を変えるようにしています。今の生活に満足してしま
う娘ですが、次のステップに上がれるように付かず離れず見守って行きたいと思っています。
＜はっちゃん＞ すすむさんの妻
娘とのメールの会話…娘：「お弁当持ってきたから」私：
「お母さんも G 保育室にお弁当持って行きます。
」
娘：
「スクランブルエッグ少し残ってる」私：
「ありがとう。」 娘の作ったスクランブルエッグをご飯の上に
のせて私は、お弁当持って仕事に行きました。嬉しかったです。娘の同級生のママ友の中に入る事が私には
大事なんだと思います。最後に 声をかけた方が、サロンに来てくれた事も嬉しかったです。ありがとうご
ざいました。
＜マーニィ＞ マーくんの兄
今年もあっという間に時間が過ぎていきました。いろんな事に悩んだり、喜んだりしました。まわりの皆さ
んの支えにより何とか今年も１年乗り切る事ができそうです。弟もいろんな問題に何度もぶつかっては学習
し、リハの訓練の効果もある様で少しずつですが進歩している様に感じます。良い事も悪い事も繰り返して
いくのでしょうが、一喜一憂せずどーんと構えて自分自身も強くならなければいけないなと思います。
少しはやいですが、今年も１年調布ドリームの皆さんをはじめ支援してくださった皆さんありがとうござい
ました。来年もよろしくお願いいたします。
＜あみちゃん＞ないちゃんの妻
10 月 22 日から 11 月 19 日まで身体の集中リハビリのため、ないちゃんが入院していました。全く違った環
境にもかかわらず、よく頑張ったと思いました。この経験が、次のステップにつながることを願っています。
＜ちーちゃん＞ようさんの妻
いつもドリームの皆さんにお世話になっており、お役に立てなくて申し訳なく思っております。それでも、
いつも笑顔で迎えていただきありがとうございます。
＜かわちゃん＞ つとむさんの妻
想い悩んでいる時、まるで天から降りてきたように感じるくらいその時の気持ちにぴったりの言葉に出会
うことがあります。『イヤというほどつらい時に遭遇した時大切なのは、「受け止めること」そして「これ
からどうするか」
「今から何ができるか」という発想ができるかどうかが大切…』主人が入院した時、新聞
のコラムで見つけ励まされた言葉のひとつです。

12

その他、ご報告とご紹介
調布ドリーム事業所設立資金班よりご報告
9 月、10 月のミニバザー、11 月の設立 9 周年記念講演会でのバザーでは、皆様ご協力ありがとうございまし
た。ルナさんが寄付してくださった手作りのクリスマスオーナメント、ルナさんご指導のもとがんばって製
作したクリスマスリース、あみちゃんのお友達が寄付してくださったビーズ作品、めがねケース等も大変好
評で、12 月の福祉まつりでも頑張って販売したいと思っています。
《ご寄付いただきありがとうございました。
》
9 月・・・阿部明美様、松岡恵子様、田中秀志様、大川フミエ様、根橋玲子様、田村雅巳様、
名越則博様、名越邦子様、澤井絹子様、匿名様
10 月・・・中嶋勝夫様、吉本福子様、西崎未和様
11 月・・・本木下道子様、村上敬子様、匿名様

☆11 月末現在、頂いたご寄付の合計金額は１４２、１７６円になりました。☆
暖かいご支援、本当にありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。
☆お振込先☆

郵便局 ００１１０−６−４６４９９４ 『高次脳機能障害者のつどい調布ドリーム』
直接、郵便局の郵便振替用紙にてお振込みをお願い致します。
通信欄に「寄付」と明記の上、氏名，住所，電話番号をご記入下さい。
調布ドリーム資金班一同

府中市地域生活支援センターあけぼの 高次脳機能障害者支援促進事業学習会 (第３回)
＜高次脳機能障害はよくなる！自分らしく地域で暮らす 〜調布ドリームの活動より〜＞
日 時 ： 平成22年12月16日(木)19：00〜21：00
会 場 ： 府中グリーンプラザ ６階 第1・第2会議室
講 師 ： 高次脳機能障がい者活動センター 調布ドリーム 代表 矢田千鶴子／調布ドリームメンバー
申込み：12月9日(木)〆切り 電話にて 電話 042‐358‐1085 FAX 042‐336‐9085

東京都の高次脳機能障害専用電話相談のご紹介 ０３‐３２００‐００７７
東京都心身障害者福祉センター 月〜金 9 時〜12 時 13 時〜16 時 (祝日および年末年始を除く)
とうきょう高次脳機能障害インフォメーション
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shinsho/kojino/index.html

「ドリームごよみ 11 月」 2010 年 12 月 5 日(日) 発行【担当：ひろ、ちず】
高次脳機能障害者のつどい｢調布ドリーム｣ ＨＰアドレス http://www.chofudream.com
連絡先 矢田千鶴子 yume.ai@jcom.home.ne.jp
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