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大場悠平さんの

つ のこ と
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リュック・ベッソン
AGE

ディスポグローブやゴーグル、消毒用アルコールなど、必要なアイテムが全部入る訪問介護
用リュックサックを背負って、利用者さんのご自宅にお邪魔します。福祉楽団に入職して 13
年目ですが、特養のユニット勤務が長くて、訪問介護はまだ 1 年目。一人ひとりの暮らしぶりに
触れられるし、ご家族ともいろんなお話ができるので、新しい発見がたくさんあります。障害の
ある人の支援もほぼ初めてで、強度行動障害を理解するための研修や、視覚障害のある人の
移動を支える同行援護の資格取得など、少しずつ勉強中です。コロナが少し落ち着いていた
時期は、のんびり3 時間ぐらい歩いて図書館にご一緒したり、視覚に障害のある利用者さんと
電車に乗ってスマホの使い方セミナーに行ったり、外に出かけられるのが楽しかったですね。
事務所に戻ったら、とりあえずルイボスティー。最近ずっとハマってて、毎朝コンビニで 2、3
本買ってから出勤します。飲むことや食べることが大好きで、いちばんは肉料理ですね。おや
つに牛丼を食べたり（笑）。実家のある山形で、祖母が精肉屋とレストランをやっていて、母も
そこで働いてたから、子どもの頃はよくお店で食べてました。昔から特に好きなのはカツ煮かな。
休みの日は、いまは家でスマホのゲームをしたり、アマゾンプライムを観ながら過ごしてます。
もともと映 画 鑑 賞が 趣 味で、だいたい 1 日 1 本 のペース。監 督だとリュック・ベッソンやデ
ヴィッド・フィンチャーなんかが好きです。長期休暇が取れたら、友だちと国内旅行に行きたい
けど、まだ難しいですね。外出しづらい状況は続いているし、でも食べることは好きなので、運
動 不 足や食べすぎに注 意して健 康 管 理をちゃんとしないと… …。最 近、ジャンパーのファス
ナーが閉まらなくなってきて、事務所で周りからイジられてます（笑）。

リュックサック

ルイ ボスティー
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きっかけは託児所があったから
さ

や

福島から避難し「杜の家やしお」に住む

か

恋豚・店長 香取紗也加さん

石橋さん親子に聞く

「恋する豚研究所」の食堂の店長であり、2 児の母でもある香取紗

2011 年の東日本大震災による福島第一原子力発電所の事故で福

也加さん（30 歳）は、2016 年にパートタイムの職員として福祉楽団

島県を離れ、現在は「杜の家やしお」にお住まいの、石橋マスさん

に入職した。親が共働きでテレビっ子だったことから、テレビ業界を

と娘のみつよさん親子に話を伺った。

夢見て、以前は都内でカメラアシスタントとして働いていた。子ども

石橋さんは震災後、福島県双葉町から親子3人で逃げるように

ができたことがきっかけで地元の千葉県香取市に帰り、カメラにかか

「埼玉スーパーアリーナ」へ避難してきた。
「杜の家やしお」に来る

わる仕事を探したが、条件に合う仕事が見つからなかった。そんなな

きっかけになったのは、避難所にいた人の腕に貼られたガムテープ

かで「託児所あり」という福祉楽団の求人が目にとまった。

に書いてあった 社会福祉士 という文字。その文字を見て、手を

テレビ業界で培ったコミュニケーション力と接客力で、すぐに食堂

挙げたのか声を掛けたのかは覚えていないが、それが福祉楽団の職

になくてはならない存在になった。産休を経て、持ち前の明るさを買

員だった。職員から「うちの施設にみんなで来れますよ」と提案があ

われ、2020 年 12月に食堂の店長になった。
「託児所に惹かれて入っ

り、最初は半信半疑だったが、周りの人に相談して決意が固まった。

たのに、こんな立場になるなんてびっくり。パートとして入ってきたの

マスさん夫婦は、みつよさんより一足先に施設に到着していた。

でいろいろな立場の人の気持ちが分かる。近い距離で話のできる

「お風呂に入って髪の毛がキレイになっていて、ご飯を食べている両
親を見た時は本当に安心した」と当時を振り返る。それからは「杜の

リーダーでいたい」と話す。
障害のある人と働くことに苦戦することも多い。
「香取 ちゃん っ

家やしお」に夫婦で一緒に生活をし、みつよさんの家に遊びに行っ

て呼ばれたり。威厳がないのかな（笑）
」と距離感に悩むこともある。

ては「旅館に来たみたいだな」と冗談を言えるくらい元気になった。

そのなかでも、仕事を教えることへの思いを話してくれた。
「いつか親

マスさんは施設の夏祭りで太鼓を叩いたり、一度は乗ってみたいと

を頼れなくなったときに、生活のなかで 食 はとても大切。包丁を

思っていた飛行機に乗って仙台に行ったりするなどアクティブな一面

使えれば自立にもつながると思うので、やりたい仕事はどんどん挑戦

もある。
「飛行機は気持ちよかったな〜。海も山も全部見えんだか

してもらいたい。
『家でこんな料理つくったよ！』と教えてくれる人もい

ら！」とうれしそうに話して

てうれしい」
。

いた。

今では地域を盛り上げたいと思うようになり、
「恋する豚研究所」

2021 年 2 月に 旦 那 様を

が地元の活性化につながると考えている。
「ここに来れば美味しくて、

看取り、現在に至る。マス

わくわくして、地域のことも知れる。1K（農林事業）やスイートポテト

さんの今後の目標を伺うと

店も巻き込んで、
『香取市と言えば恋豚！』となるのが目標」と楽しそ

「周りに迷惑かけられないか
ら。自分のことは自分でや

うに話す姿に、私もわくわくした。
「
『ママは店長なんだ』と娘が自慢気に話してくれる」とほほ笑む香

るよ」とおっしゃる。故 郷

取さんの目は、とても優しい。今日も「恋する豚研究所」には香取さ

を離れ埼玉に移り住む、そ

んの明るい声が響いている。

んなマスさんの言葉は力強
text :

栗源事業部
伊藤由衣

く、私も元気をもらうこと
ができた。

text :

杜の家やしお
山田翔太
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栗源第一薪炭供給所で地域循環型の
「家具づくり」が始まります
イチケー

栗源第一薪炭供給所（通称：1 K）では、千葉県香取市栗源地区
の周辺の森林をお預かりして作業道をつくっています。台風で倒れて
まき

しまった木を使って薪をつくり、地域の景観を守る活動を進めてきま
した。手入れをしている森林の木は、地域の住民が 50 年以上前に

2022 年 4月以降に販売予定のベンチとスツール

植えたスギの木で、木材としてはちょうど良い状態に育っています。
そこで1 Kでは林福連携の次のステップとして、2021年 9月に大型の

というブランドとして展開し、第１弾として2022年 4月からベンチと

木工機械を導入し、作業場を「家具工房」として改装しました。この

スツールを販売する予定です。製品のデザインは、建築家ユニット

工房では、栗源地区の木を使った木製品を製作して販売することで、

「アトリエ・ワン」の塚本由晴さんや建築設計事務所「teco」の金野

福 祉 楽 団 が 行ってい る

千恵さんにお願いし、オシャレなだけでなく障害のある人の仕事にも

森づくり や、地域の森林

なるように、作りやすくシンプルな構造にしました。ゆくゆくは森林に

を身近に感じてもらう取り

つくった作業道を使ってスギの木を適切に間伐し、香取市内で製材

組みを発信していきます。

した木材を使って、森づくりと家具製作を一連の流れとしてつなげる

工房でつくる木工製品は

ことが目標です。栗源事業部では豚肉（恋する豚）やサツマイモに続

「 1K good neighbors

く、地域循環型のモノづくりが始まります。

W OOD & FURNITURE
（イチケーグッドネイバーズ
いまはたくさんのモックアップを作成している

text :

栗源事業部
照井大

ウッドアンドファニチャー）
」

ケアマイスター制度がスタート！シルバーケアマイスター合格者インタビュー
ケアマイスター制度は、介護の技術と知識に関する認証資格で、取得した職
員に手当を支給することで学習意欲を高め、ケアの質を向上させることを目的と
した制度だ。資格の種別はシルバー、ゴールド、プラチナの3 つの段階があり、
福祉楽団が目指す「科学的な根拠に基づいたケア」に沿って認証水準を定めて
いる。法人初のシルバーケアマイスター認証を受けた「杜の家やしお」の訪問
介護チームに所属する加藤沙季さんに話を聞いた。
さ

杜の家やしお ケアサービスワーカー

き

認証を受けた職員の名刺や名札にはケアマイスターのロゴが入る

加藤沙季さん
受験の動機は「私は福祉楽団のケアの考え方に共感しているので、それに沿ってケアの実践を続けた
いと思っていました。だけど、マネジメントコースを選ぶとケアの現場に入る時間が短くなってしまうので
どうしようか悩んでいたところ、ケアマイスターの話を聞いて、ぜひチャレンジしてみたいと思った」から。
実技・レポート・面接の 3 つの試験をクリアした。
「実技試験では、
訪問介護は一人で行うことが多いので、
実地で自分のケアを評価してもらえたのはありがたかった。レポートは睡眠に関する課題だったんですけ
ど、自分の睡眠時間を削って書きました（笑）
」
。そのレポートは、睡眠の思考過程を詳しく論じてから、
自身で行った実際のケア事例につなげて考察されている点が高く評価された。
「福祉楽団では、ケアの
原理と目的や、共通言語があることが価値だと思っています。それをケアの実践につなげられる人たちを
もっと増やして、共にケアの質を高めていきたい。自分のケアを見直す機会
として試験を活用することもできるので、介護福祉士の次のステップとして

自身のケアのことで広報誌に載ることを喜んでいた

受験者が増えたらいいなと思います」
。
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サポートセンター
上野興治
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新型コロナウイルス感染症への
対応状況について

新規陽性者の発生状況や面会基準、ワクチンの接種状況
については、福祉楽団のホームページで最新の情報を掲載
しています。2月25日現在の特別養護老人ホーム入居者
のワクチン接種状況は94.5％です。引き続き、必要な感染
対策を実施してまいりますので、ご利用者、ご家族のみなさ
まにはご理解とご協力をお願いいたします。

の介護実践が
02 「杜の家なりた」
テレビ放送されました
旅行が好きで、写真は同僚と鹿児島に行った時のもの。幼い頃
は祖母のレストランで「お客さんとワイワイするのが日常だった」とい
うから、親しみやすい性格も納得できる。「健康でいたい」と願う大
場さん。利用者さんを支えるためにもぜひそうあってほしい。

2022 年 2 月27日放送の「ハリー杉山の介護を考える 生
きる を支えるプロの仕事」
（BS 朝日）で「杜の家なりた」の
介護実践が紹介されました。出演者は、ハリー杉山さんと、
慶應義塾大学の堀田聰子教授です。YouTubeでも公開し
ていますのでぜひご覧ください。

text :

サポートセンター
原田貴征

こちらから
アクセスできます。

VOICE
ご利用者やご家族などからハガキやメールなどで
寄せられた「声」に対して、職員がお答えします。
ご意見

福祉楽団 地域ケアよしかわ／訪問介護

03

→

行政監査の結果について

「杜の家やしお」
（埼玉県八潮市）について埼玉県による指

私と妻がコロナウイルスの陽性と確認されると、すべての介護サービス
が受けられなくなり、完全な孤立となりました。これほど人生の危機を
感じたことはありません。そのなかで、唯一、私たちを助けてくれたの
が「福祉楽団 地域ケアよしかわ」の職員でした。本当にありがたかっ
たです。

導監査が 2021 年 12月13日に実施され、2022 年 1月27
日に結果通知があり、指導事項は「該当なし」でした。ま
た、
「杜の家くりもと」
（千葉県香取市）について千葉県によ
る指 導 監 査が 2021 年 11 月 29 日に実 施され、2022 年
「おおむね適切に運営されてい
2月10日に結果通知があり、
る」と通知されました。今後も適正に運営できるよう努めてま

お答えします

いります。

磯野 智弘

04

福祉楽団 地域ケアよしかわ
訪問介護チーム サービス提供責任者

ご自宅での療養は大変だったと思います。今は、
お二人とも
元気にもとの生活に戻ることができて、
私たちもほっとしてい

介護やご家庭の悩みごとは
お気軽にご相談ください

コロナ禍による家庭環境の変化、外出できないことなどによ
るストレスや不安、介護や病気の心配、経済的なこと、子
育てのこと、家庭内の暴力など、どのようなことでもお気軽

ます。
自宅療養期間中に利用ができなくなったサービスの分、

にご相談ください。相談員、介護支援専門員などがどんな

私たちが買い物や食事、
清潔などの支援に入ることで、
少し

悩みでも相談に応じます。福祉楽団の中にもさまざまな分野

でもお二人が病気から回復するお手伝いができたのであれ

の相談員がいますので、普段やりとりをしていない人にも相

ば、
訪問介護員として、
こんなにうれしいことはありません。
お
体が辛いときにこそ、
何なりとご相談ください。

談できます。どこに電話をしていいかわからない場合は、電
話：0478-50-1919（香取 CCC）までご連絡ください。

※掲載しているご意見の内容は個人情報の保護の観点から編集をしています。
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