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町内最高齢105歳の丹羽雪枝さん
誕生日のお祝いに白川町長が来てくださいました。
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ぎふ福祉の魅力知らせ隊
◎福祉の魅力知らせ隊とは……
岐阜県内の福祉施設等で働く職員22名により「ぎふ福祉の魅力知らせ隊」が組織されています。そ
の活動の中に、中学校・高等学校を訪問して行う福祉の仕事に関する講座や進学相談等があります。
この度、当施設の生活相談員がぎふ福祉の魅力知らせ隊の隊員に任命され、中濃地区の中学校で福
祉の仕事の魅力ややりがいを伝える機会をいただきました。生徒や先生の感想とともに講座の様子を
お伝えします。

◎佐見中学校

2年生の感想を紹介します

最初は、福祉の仕事は高齢者の方の介護ぐら
いだと思っていましたが、他にも看護の仕事や
事務の仕事など介護以外にもたくさんの仕事が
あることがわかりました。
自分が普段過ごしている中で
も、たくさんの福祉と関わって
いることがわかりました。
自分は、これから進路につい
て考えるようになります。その
時の選択の一つにしたいです。
田口 大夢

福祉の仕事についての説明で、自分が知らな
かった仕事内容や役割を細かく知ることができ
ました。
普段は福祉に関わることが少ないので、この
説明で初めて知ったことがたく
さんありました。人員が不足し
ているとの話も聞いたので、将
来のために福祉についてもっと
勉強していきたいと思いまし
た。
田口 瑞樹

僕はまず福祉の仕事がたくさんあることに驚

福祉の仕事はそこまで難しくないと思ってい
たけど、話を聞いて福祉の仕事は大変だけど
人々の役に立つ仕事だと学べました。また、介
護福祉士は難しい国家試験を乗り越えてなれる
職業だということを知りました。
福祉は人との関わりがとても
重要になるので、僕も他の人の
気持ちを考えてみたいです。福
祉の仕事に就職しなくても福祉
について少しでも知っておくこ
とが大切だと感じました。
安江 日向

きました。自分の中では高齢者の介護だけが福
祉の仕事だと思っていました。ですが、実は保
育士や栄養士も福祉の仕事の一部だと知りまし
た。他にもたくさんの仕事があ
り、広い範囲で活躍しているん
だと分かりました。そう思う
と、福祉の仕事はおもしろそう
だなと思いました。
熊崎

倖

私は今回の福祉に関する話を聞き、福祉という
のはとても身近にあるものなんだと分かりまし
た。福祉の中でも沢山の仕事があることにおどろ
きました。また、3年間働けば介護福祉士の試験を
受けられることを知りました。
おじいちゃん、おばあちゃんと
話したりすることは楽しいのか分
からないけど島倉さんの話をきい
てとても楽しそうにみえました。
今後福祉に関わる仕事ができれば
いいなと思いました。
田口 りじゅ
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担任の先生より
生徒たちは、福祉が特別なものではない、
すべて
の方に対してのものであるということや、福祉に携
わる方々の仕事について知ることができ、将来の選
択肢の一つとして考えることができたように思いま
す。
奨学金についてのお話や、実際に現場で働いて
いらっしゃる方の声を聞くことができる機会は、大
変貴重な時間となりました。
お忙しい中、
ありがとうございました。

以 前︑介 護の仕 事はお世 話を
す る イメー ジを 持っていま し た
が︑最 近は 生 活を 支える 職 業で
あると 意 識が変わりました︒大
変 だと 思 う 事もあ りますが︑や
りがいを感じています︒
これからも 利 用 者の笑 顔を 大
切に︑思いに寄 り 添える 介 護 福
祉士になれるようにがんばってい
きます︒

あいらんど美濃白川
ケアワーカー

安江美月
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島倉大輔
生活相談員

サンシャイン美濃白川
特別養護老人ホーム

新卒で介護福祉士として働く
職員に話を聞きました

早いもので介 護の仕 事 をはじ
めて一年ほどが経ちます︒
私が介 護の仕 事を選んだ理 由
は︑介 護 福 祉 士の兄の仕 事に興
味 を 持ったからです︒兄 から 人
手不足の職種であることを聞き︑
私も役に立てるのではないかと思
いました︒
まず介護について知識をもって
仕 事に 就 き たいと 思い︑介 助の
方 法や関わり 方の知 識や技 術を
学ぶために進学しました︒
その後︑実 際に働いてみると︑
知識だけでなく利用者一人ひとり
に 合った 方 法で介 助 すること が
大 切 だとわかり ました︒実 習で
は利用者とのコミュニケーション
をとる 時 間 があ りましたが︑実
際はゆっくり 話をする 時 間を 作
ることは難しいと 感じています︒
日 常 生 活の 中で 関 わ り を 持 ち︑
思いに寄り添えるように努めてい
ます︒
この仕事に就いて良かったこと
は︑利用者に﹁ありがとう﹂や﹁ご
苦 労 さ ま﹂と 声 を 掛 けていただ
くことです︒楽し そうな 表 情 や
真 剣に取 り 組まれている 姿を 見
て︑自 分もがんばろうと 思えま
す︒日 頃 から 顔 を 見て 話 し︑い
つもと 違 うことに 気 づき 早 めの
対応に繋がるようにしています︒

▲利用者と一緒に本を楽しむ様子

2年生担任の先生から感想をいただきました

◎八百津東部中学校
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今回のお話は、生徒はよく理解できたと思いま
す。福祉の仕事のやりがいについては十分伝わり
ました。福祉の仕事に就いたきっかけや介護以外
の仕事の具体的な内容についても詳しく聞けると
よかったです。
将来、福祉の仕事をしてみようという気持ちに
なれた生徒もいると思います。子どもたちにとっ
て新たな発見があり、今後の進路選択の参考にな
りました。
短い時間で貴重なお話をしていただきありがと
うございました。

中学校での講座は福祉人材総合支援セン
ターのキャリア支援員と共に行いました。限
られた時間の中で、どこまで魅力を伝えられ
たかわかりませんが、中学生のみなさんはと
ても真剣に話を聞いてくれました。
福祉の仕事は大変ですが、やりがいの
ある仕事です。今回、訪問した生徒さん
の中で将来ひとりでも福祉に関わる仕事
をしてくれたら嬉しいと思います。
これからも「ぎふ福祉の魅力知らせ
隊」の、経験を生かして福祉の魅力を若
い世代に発信していきます。
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かわばた荘の日常
グループホームかわばた荘では、認知症や介護が必要になっても、
自分でできることは自分でやるということを大切にして共同生活をしています。

買い物

食事作り
野菜の皮を剥く人、ごぼうや
人参のささがきをする人、盛
り付けをする人もいます。
それぞれ自分のできる範囲で
用意をしていきます。

「20 人分ならこんだけでいいか。足りんか」
「これは 2 袋でいいか」などと言いながら食
材を選んでかごに入れていきます。
たまに職員が知らない間に
お菓子もかごに入っている
こともあります。

食事が終わったら下膳をして
テーブルを拭きます。
全体を拭く事ができなくても
自分の前を拭いて隣へ台拭き
をまわしてきれいにします。
自宅で生活していた時の習慣で
洗濯物も自分で干します。干す
位置を低くすることで車椅子の
方でも自分で干すことができ、
腕の運動にもなっています。
たくさんの洗濯物をたたむこと
は毎日大変ですがみなさんとて
も早くたたんでしまわれます。

掃除洗濯

最初は自分の部屋だけでしたが食堂や
廊下のモップかけをしてくださるよう
になりました。
とても丁寧なのでいつもピカピカです。
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されています︒この理念が
日本に入ってくるのは１９
７０年代に入ってからであ
り︑１９８０年の国際障害
者年で広がりを見せまし
た︒
るなかで愛情を育み幸せを
ノーマライゼーションと
感 じ て お り︑﹁不 幸 の 源﹂
いわれるこの理念は︑社会
という植松被告の主張を正
福祉分野に共生の理念を示
面から退けるものになって
し︑現 在︑発 展 的 に 統 合・
います︒
包摂を含んで多様化してい
重い障害を持っている
ます︒知的障害者の日常生
方々をどう見るか︒植松被
活の様式や条件をノーマル
告は︑経済の活性化︑生産
能力の差異で生命に優劣を ︵普 通︶な 生 活 環 境・方 法
にできるだけ近づけ︑自己
つけています︒これを︑優
決定を尊重し︑サービス利
生思想といいます︒歴史の
用者も一般市民も︑地域社
語るところによれば︑第２
会のなかで生活を共に送る
次世界大戦においてファシ
という考え方です︒
ズムは優生思想により生命
ノーマライゼーションの
に優劣をつけ︑痛ましい虐
理念では︑生命の価値に序
殺を行いました︒
列はありません︒共生社会
歴史は一方で︑戦後１９
は個別性︑多様性を認め合
５０年代前半にデンマーク
い︑それに必要なサービス
の知的障害者の親の会の議
を創り出していくことでは
論を踏まえ︑バンク・ミケ
ないかと語りかけてきてい
ルセンがノーマライゼー
ます︒
ションを正面から掲げた知
的障害者法が︑１９５９年
大友信勝
デンマークで制定されまし
た︒この歩みはスウェーデ ︵社会福祉法人
サンシャイン福祉振興会理事長・
ンに引き継がれ︑１９６７
聖隷クリストファー大学
年スウェーデンで知的障害
大学院教授︶
者援護法がノーマライゼー
ションの理念のもとに制定

この仕事を選んだきっかけ
母親が介護の仕事をしていた影響と何か
資格を取って仕事をしたいと思い、介護
の仕事を選びました。
サンシャインを選んだ理由
実習でお世話になり、施設と職員さんの
温かい雰囲気に魅力を感じ、働きたいと
思いました。
抱負
少しでも早く仕事を覚えて利用者さんが
安心できる生活を支援できるよう頑張り
たいです。
趣味
映画をみること・読書

・二月早や突然筆字かくことも

・梅は咲いても春まだ残し
出番待ってるランドセル

宮豆

千枝

秀子

柳子

今井康子

・芽吹くもの皆ふぞろいに陽になびく

・手作りのそりを眺めて雪を待つ

川柳

・すぎし日を思へば楽し百寿の身
流れる雲に両の手あわせ
安江とくよ

新人職員紹介

・今日だけが幸せなればそれでいい
デイの一日楽しく過ごす

漫俳
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笹本 朋子

ケアワーカー

俳句

社会福祉
は︑いま
社会保障

27

19

共生の理念
相模原障害者殺傷事件は
２０１６年７月﹁津久井や
まゆり園﹂で入所者 人が
殺害され︑職員を含む 人
が重軽傷を負った事件のこ
とで︑本欄でも取り上げた
ことがあります︒今年に入
り︑元職員・植松被告の裁
判員裁判が横浜地裁で始ま
り︑社会的に再び注目され
ています︒この事件の主た
る論点︵争点︶は何でしょ
うか︒
植松被告は︐障害者を経
済の活性化に役立たないと
みなし︑生産能力の差で優
劣をつけています︒重い障
害 者 は 生 き る 資 格 が な く︑
よりよい社会にするために
﹁良 い こ と を し た﹂と い う
認識を持っているようで
す︒
犠牲者の家族の声はどう
でしょうか︒遺族の供述調
書を読むと︑犠牲者と家族
の交流は︑支えることで家
族は生かされ︑成長を見守

短歌
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河 岐
長尾

満さん

正男さん

ご 寄 付
ありがとう

坂ノ東
太田
昭二さん
純子さん

榊間
林

三 川
渡辺

安江

裕介さん

祐子さん

良廣さん

三万円

︵団体など︶
今井製材所
今井 眞二さん
下佐見寿会様

五千円
二万円
︵物品のご寄付︶
河 岐
安江 利巳さん
坂ノ東
佐藤 ユキエさん
斎藤 軍二さん
多賀 ひさよさん
田口 兼之さん
服部 伸子さん
牧野 基広さん
切 井
山口 悟さん
東白川村
木村 あき子さん
︵団体など︶
パンショップイマイ様

百万円

十万円

三万円

二万円

十万円

一万円

ボランティア

ありがとう

十万円

五万円
淑子さん
なみ子さん
久子さん
康子さん
美奈穂さん
七生さん
より子さん
亮子さん
米子さん

尾﨑 一廣さん
佐藤 典子さん
島田 いつゑさん
嶋田 元弘さん
多賀 ちづ子さん
高木 美智子さん
田口 則子さん
辻 圭子さん
長尾 花子さん
野尻 悟さん
服部 伸子さん
服部 亮子さん
松山 智子さん
松山 久子さん
切 井
宮田 晴造さん
赤 河
川上 多栄子さん
纐纈 弘子さん
纐纈 モトエさん
鈴村 礼子さん
鷲見 あけみさん
鷲見 将亮さん
古沢 美智子さん
三 川
今井 民子さん
今井 昌子さん
鈴村 純子さん
中島 綾子さん
藤井 照子さん
山本 榮子さん
黒 川
岡本 道子さん
鈴村 雄二さん
藤井 きよみさん
藤井 ゆかさん
上佐見
今井 昭夫さん
熊崎 千代美さん
高木 清美さん
田口 香津子さん
田口 珪子さん

田口 多賀子さん
田口 まゆみさん
田口 ゆみ子さん
田尻 喜八さん
辻 澄子さん
安江 加代さん
安江 加代子さん
安江 さだ子さん
安江 すみ子さん
安江 ナツエさん
安江 範由さん
安江 ふきえさん
安江 ふさ子さん
安江 身枝さん
下佐見
池田 和子さん
伊藤 邦子さん
今井 君代さん
今井 博文さん
今井 益雄さん
今井 美代子さん
今井 れつ子さん
熊崎 今子さん
熊崎 克江さん
熊崎 きぬ子さん
熊崎 成香さん
熊崎 伸子さん
熊崎 信弘さん
佐藤 正子さん
清水 源弘さん
清水 真里子さん
清水 里美さん
高木 里美さん
髙木 すきゑさん
高木 春子さん
髙木 文彦さん
田口 信子さん
中島 綾子さん
中島 スゞエさん
中島 昌己さん
細江 恵美子さん
細江 正明さん

細江 康子さん
安江 晶子さん
安江 寿子さん
安江 洋さん
安江 良子さん
東白川村
田口 二三子さん
安江 経子さん
安江 萬代子さん
︵団体など︶
坂ノ東千歳会大利支部様
佐見小学校５・６年生様
白川町赤十字奉仕団様
天理教佐見分教会様
天理教蘇河分教会様
天理教鎮恵那分教会様
ナウパカフラダンス様

ニュー白峰会様
ピカケ様

︵順不同︶

美濃白川モラロジー事務所様

29

多くの方々にご寄付をい
ただいたり︑ボランティア
活動をしていただき︑あり
がとうございました︒
お名前の把握に努めてお
りますが︑漏れや間違いが
ありましたら︑どうかお許
し い た だ き ま す と と も に︑
お知らせいただければ幸い
です︒
︵２ 月 日 受 付 分 ま で 掲 載
しました︶
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基広さん

黒 川
藤井

雅彦さん

三万円

五万円

五万円

河 岐
大脇
渡辺
渡辺
和 泉
渡辺
中 川
新田
白 山
篭橋
小林
安江
坂ノ東
太田

白川北小学校のみなさんが、アルミ缶を収集した
収益でサイドテーブルを寄贈してくれました。大切
に使用します。

牧野

上佐見
安江

幸男さん

ユミコさん

坂祝町
今井

米松さん

一万円
二万円
三十万円

下佐見
安江

岐阜市
熊崎

美朗さん

名
名

町田市
田口
匿
匿

白川北小学校のみなさん
ありがとうございました
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