2017 年 ドリームごよみ 9月

高次脳機能障がい者活動センター

調布ドリーム

2017 年９月 13 日発行

2017 年８月のご報告
TKK 発足１５周年記念講演会

8 月 27 日 ( 日 )

参加者 23 名（トレイニー 9 名、家族・ボランティア 8 名、職員 6 名）
TKK（東京高次脳機能障害協議会）発足 15 周年記念講演会は、小池都知事からご挨拶があり、約 400 席
の浜離宮朝日ホールはほぼ満席でした。発足当時から関わっているドリームとしては、
『高次脳機能障害』
という名前すらほとんど知られていない状態を思い起こ
し、隔世の感がありました。
参加したトレイニーの中には自分と向き合うきっかけに
なったという反応や、家族の方たちからも「支援者として
配慮することについて改めて自分を見直すことが多いと反
省しました。脳の持つ力強さと『あせらない あわてない
あきらめない』の意味の深さを再認識しました」など、講
演を聞けて良かったとの感想をいただきました。

講演：渡邉修先生「高次脳機能障害のこれから」
＊私でもわかる話なので良かった。（ジョニー）
＊高次脳機能障がいってなかなか難しいねぇ。また一つ一つおぼ
えて考えないといかん、、、。少しずつがんばろう !!（みっちゃん）
＊ 37 年前の手術のため、高次脳について先生方も知らなかった
し教えることもできなかったことが分かりました。
（家族）

対談：「ご本人たちに伺う～脳損傷からの回復」
＊当事者さんの受傷からリハビリ→現在に至るまでの壮絶な話
を、当事者と家族の気持ちを交えてリアルに理解できました。自
分より苦労している人がいることが分かった。
（ババちゃん）
＊ドクターの助言次第で回復の程度が大きく変わる。成功例とし
て大変参考になった。熱川までの介護は、自分と重なり ( 福岡 )
少しウル。
（家族）

講演：松本方哉氏「突然 妻が倒れたら」
～家族の視点から語る介護生活と社会の支え方～
＊一番感動しました。大きい病院だからよいとは限らないですね。
（しんやさん）
＊遅かれ早かれ回復すると信じて、今後親として出来るだけのことはしてあげたいと思った。
／突然受傷し、本人も家族も分からないことが多いので、係わっている方々の情報提供がどれ
だけ助かるか！／最近いろいろ話が分かるようになってきたので、話を聞きうなづいていまし
た。／情報交換、交流は家族にとっての安心の場になっていると思う。家族会は大切 !!（家族）

スポーツ吹矢
ドリームでスポーツ吹矢が始まって
ちょうど 1 年になります。その間半
田さんはじめ調布・桜いきいきクラブ
の皆さんは、初めて取り組むトレイ
ニー達も楽しめるように、道具の用意
やいろいろな工夫をしてくださってき
ました。この 1 年の思いの詰まった
文を頂きましたのでご紹介します。
スポーツ吹矢を共に楽しむ【半田さん / コーチ】
老若男女、誰でも楽しめるスポーツ吹矢の普及の為、
調布・桜いきいきクラブを２年半前に始めました。ひょ
んな事から調布ドリームのことを知り、調布・桜いきいきクラブのメンバーと一緒に月１回のペースで楽し
んでいます。
全ての人々の扱いに差をつけないことが平等であるのは、全員が同じ能力である事が前提となります。もし
能力に違いがあるのなら、単に扱いに差をつけないだけでは不十分で、違いに応じた支援をすることで公正さ
を確保することが求められるのです。効率だけを求める社会、無駄をなくし生産性を向上させることが豊かに
なる事だと信じている社会。障がい者が生きづらいこの社会に私はいつも疑問を感じ、考え続けています。
調布ドリームの方々と接触する中に私の疑問の答えが有るように思われます。
調布ドリームの皆さんが「あ
だ名」で呼び合っていらっしゃるのはステキなアイデアだと思います。
日本スポーツ吹矢協会の公認指導員としては基本動作とそれに伴う呼吸法を学んでいただいて、
より一層、
スポーツ吹矢の真髄に近づいていただければと思いますが、それ以上にスポーツ吹矢をやって楽しいという
ことを実感していただきたいと思います。これからもスポーツ吹矢を楽しんでいきましょう。
（調布・桜いきいきクラブ

編み物
編み物プログラムに対する想いを伺いました【ちずさん / 施設長】
8 月 23 日（水）
、みかんさんの自宅の編み物教室に、編集者で
もある卓球コーチのまさみちゃんと一緒に取材の為お邪魔しまし
た。実は来年の１月から、三輪書店発行の「地域リハビリテーショ
ン」という雑誌にドリームのグル―プリハビリが連載されることに

代表

半田

秀行）

なりました。そんな訳で、2003 年 8 月から編み物教
室のコーチとして来て頂いて、もう 15 年目になる
リーダーのみかんさんとのりこさん、みよこさんの
3 人 ( 昔は 5 人体制の時代もあり ) にお話を伺いまし
た。
『ドリームは男性が多いから出来るかしら？』と
思ったが、みんなおしゃべりしながら楽しそうだった
こと。『編み物は指先の作業で脳に良い』と話しながら
指導するうち、 50 代の右片麻痺のある男性が、5 年
目にして編み棒で編めるようになった時の嬉しかっ
たこと。「ドリームのグループの力と同様に私たち編み物コーチも、３人のグループで仲良く役割を分担し
て、楽しんでいるから続いている。」と活き活きと話されました。

夢市だより

今月の献立

【くのちゃん / トレイニー】
運営委員会にて夢市の仕事を紹介しました。

麻婆豆腐に挑戦しました

夢市では寄付で頂いたものを値付けし、店頭にて販売してい
ます。頂いた靴やかばんを磨いたり、食器は漂白洗浄して店
頭に出しております。生活訓
練のトレイニーが、グッズメ
イクの時に作成したペーパー
ビーズネックレス、キャップ
フラワー、針山等も販売して
います。手作りのＤＤクッキー
も販売しており、クッキーの
ラベルや成分シールもトレイ
ニーが作成しています。

【献立】麻婆豆腐／夏野菜サラダ
／春雨とキャベツの豚肉スープ／
焼きプリン／白ごはん

◆ 8 月のご見学など◆３日（木）
：調布市より当事者の方とご家族がケアマネジャーの方と共に見学。９日（水）
：調布市訪問
看護ステーションのＯＴの方ご相談のため来所。19 日、26 日（土）
：世田谷区より当事者の方が体験見学。25 日（金）
：慈恵
第三病院から紹介されたと電話の後、当事者とご家族の方が見学のため来所。31 日（木）
：調布市福祉課職員と社会福祉士を
目指す大学生３名が見学。
◆ご寄付よろしくお願いします◆

ご寄付の振込先 郵便局 ００１８０－９－６５１８２８ 「調布ドリーム」

※通信欄に「寄付」と明記の上、ご氏名、ご住所、お電話番号をご記入ください。追って領収書を送らせていただきます。ま
たドリームごよみにお名前を掲載させて頂きますので、匿名ご希望の方は、その旨も通信欄にご記入をお願い申し上げます。
◆東京都の高次脳機能障害専用電話のご紹介◆
・東京都心身障害者福祉センター
電話 ０３－３２３５－２９５５ ＦＡＸ０３－３２３５－２９５７
月～金曜日

９時～ 12 時、13 時～ 16 時（祝日・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

９月の予定（都合により変更もあります）

※調布ドリームは日曜・月曜はお休みです。

＜生活訓練＞

日

ボランティア募集中

火

月

水

火曜日～土曜日：10 時～ 15 時
10 時：ラジオ体操

３ ４ ５

料理ＭＴ
認知リハ

木

MT：ミーティングの略
SST：社会生活技能訓練

６

囲碁教室
体操 / 音楽

10 11 12 認知リハ 13

編物教室
体操 / 音楽

運営委員会

７

パソコン
午後休み

14

パソコン

ゲーム

17 18 19 防災訓練 20 グッズメイク 21 囲碁教室
書道教室

体操 / 音楽

パソコン

カラオケ

体操

スポーツ吹矢

金

土

１ 料理の買物 ２ 料理教室
卓球

８

９

ＳＳＴ
卓球

15

絵手紙
料理ＭＴ

16 当事者会準備

脳トレ
卓球

映画鑑賞「ライフイズビューティフル」

22 料理 MT 23
卓球

24 25 26 ジャズピアノ 27新聞アート 28 パソコン 29 料理 MT

祭日

30 当事者会
絵を描こう

卓球

＜就労継続支援 B 型＞

日

火★

月

水★

木★

★「夢市」は火曜日から土曜日まで 10 時～ 15 時開店
ただし、プログラムの都合上、午後は閉店となる日があります

３ ４ ５

販売＆整備
受注作業

金 ★

土 ★

１ 販売＆整備 ２ 料理教室

６ DD クッキー製造 ７ 受注作業 /MT ８

卓球

販売＆整備

ＳＳＴ

午後休み

ＳＳＴ

受注作業 /MT

卓球

ＳＳＴ

受注作業 /MT

卓球

ＳＳＴ

受注作業 /MT

卓球

卓球

９絵手紙/販売品制作
販売＆整備 / 料理 MT

10 11 12 販売＆整備 13 DD クッキー製造 14 DD クッキー製造 15 販売＆整備 16 販売＆整備
運営委員会

17 18 19

防災訓練
受注作業

映画鑑賞「ライフイズビューティフル」

20 DD クッキー製造 21 DD クッキー製造 22 販売＆整備 23

祭日

24 25 26 販売＆整備 27 DD クッキー製造 28 DD クッキー製造 29 販売＆整備 30 当事者会
カラオケ

絵を描こう / 販売品製作

調布ドリームご利用ガイド
＊活動日：週 5 日 ( 火～土 ) 10 時～ 15 時。

送迎なし。

昼食は各自持参。

＊生活訓練プログラム（定員 10 名）
：卓球、音楽、認知リハ、パソコン、グッズメイク、ゲーム、絵手紙、編物、SST、絵画、
新聞アート、書道、イイトコサガシ、料理、スポーツ吹矢、カラオケ、ジャズピアノ、映画鑑賞、囲碁 etc.
＊就労継続支援 B 型プログラム（定員 10 名）
：
『夢市』( 犬用クッキーや自主作品の製造販売とリサイクル品等の販売 )、
パソコン・絵手紙・絵画などにおいて商品の開発、レクリエーション（卓球、カラオケ、映画鑑賞）etc.
＊共同プログラム：地域イベント参加、ドリームサロン開催、旅行
＊職員：＜兼務＞施設長 1 名、サービス管理責任者 1 名、事務員 1 名（非常勤）＜生活訓練＞支援員 4 名（常勤 2 名・
非常勤 2 名）＜就労継続支援Ｂ型＞支援員 3 名（常勤 2 名・非常勤 1 名）、職業指導員 1 名（非常勤）
＊専門資格：作業療法士 1 名、社会福祉士 1 名
＊リハビリ講師：（卓球、編物、認知リハ、絵手紙、ゲーム、パソコン、絵を描こう、ジャズピアノ、新聞アート、吹矢、書道、囲碁 ）
＊ボランティア：一般ボランティア ･ 家族ボランティアが、夢市・編物・卓球・料理などで活躍中。（ボランティア募集中）
＊ご利用には障害福祉サービス受給者証が必要です。（お住まいの各区市の障害福祉課に申請）
＊障害者手帳がなくても高次脳機能障害の医師の診断書がとれる方、また介護保険の第 2 号被保険者 (40 ～ 65 才未満 )
の方もご利用いただけます。
＊利用料は障害者総合支援法の規定に基づきます。所得により月額負担上限額があります。
＊随時ご相談を受け付けます。まずは見学にお出でください。不明な点は、その際にご相談ください。
編集後記

初夏の猛暑が嘘のように、8 月下旬から一気に暑さがやわらぎ、気づけばもう秋？

いやいや、まだ夏野菜を

満喫していないのに…。きゅうり、ゴーヤ、枝豆、とうもろこしなどを、今大慌てで食べまくっています。（まさみ）
ＮＰＯ法人高次脳機能障がい者活動センター調布ドリーム
（〒 182-0036

調布市飛田給 2 － 22 － 7

TEL/FAX：

042 － 444 － 3068

http://www.chofudream.com

TBK ビル１階、京王線「飛田給」駅南口徒歩 1 分）

E-mail：info@chofudream.com

代表 吉岡千鶴子

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

