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福 本マツノさ ん

「志ち乃」の
どら焼き
宮沢賢治

43

梅干しづくりのレクは 3 年目。青梅を6 月に漬けはじめて、7 月の快晴がつづく時
期に干して、樽に戻してまた漬けて、8 月からユニットで食事に出します。夏バテにも
効きますよ。今年は味も見た目も良く上出来でした。「杜の家やしお」には、ご自宅
で梅 干しをつくっていた入 居 者さんが 多くて、福 本マツノさんもそのひとり。「道の
駅」に卸していたこともあったそうで、いろんなアドバイスをいただいてます。いつも気
持ちを思いやってくださって、とにかくやさしくて、大好きな人です。
ほかにも、お寿司レクや餃子レクなど「食」には力を入れています。飲食業で働い
ていた影響もあるとは思うけど、それよりも主婦としての経験や目線を意識しますね。
特養は生活の場なので、つくったり、食べたり、日常の暮らしを大切にしたい。もちろ
ん私自身、食べることは大好きです（笑）。最近の好物は「志ち乃」のどら焼きで、こ
れは「バターどら」。200 円以下で中身たっぷり。おいしいですよ〜。
休日は豆助を車に乗せてちょっと遠くの公園やドッグランに行きます。ツンデレで
「犬見知り」な柴犬です（笑）。運転が好きで、長期休暇は娘と車でゆっくり旅行しま
す。思い出深いのは東北めぐり。娘と読んだ絵本がきっかけで一緒に宮沢賢治を好

ながら、自分の畑で育てた野菜を食べたり、ひぐらしやトンビの声で日が暮れていくよ
うな生活をしてみたいです。

豆助

いつか、空や海や山、自然の景色がきれいな土地に移住して、訪問介護の仕事をし
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公務員を辞めて福祉楽団へ
と う ど う

自宅の いつもの席 に座ることで見えた姿

と も の り

と よ こ

藤堂智典さんインタビュー

佐藤豊子さんの娘さん夫婦インタビュー

いつもの席 で記念写真（写真左から美知子さん、佐藤さん、享一さん）

「つい最近まで歩いてたのに、こんな風になっちゃうなんて思ってな

2021年 4月、福祉楽団に入職した藤堂智典さん（45歳）は、現在

かったんですよね」
。そうつぶやいたのは、今回お話を伺った長女の

「香取 CCC」の相談員として、年齢や国籍、障害の有無にかかわら

橋本美知子さん。久しぶりに自宅に戻った母の佐藤豊子さん（96
歳）
を見つめながらの言葉に、悲しい話が始まるのではないかと私は

ずさまざまな人の相談支援を行っている。
藤堂さんの前職は公務員で、児童相談所で働いていた。そこは子

思わずドキッとした。

どものためにさまざまな相談や支援を行う機関で、緊急の場合には

佐藤さんは転倒による大腿骨の骨折で「杜の家くりもと」に入居

一時的な保護をすることもある。行く場所もなく制限された生活が続

し、今年で2 年目になる。テレビを観たり食事をしたりするときも会

く子どもたちをみて、
「子どもが安心して生活できる場所が必要だ」と強

話はあまりされず、小柄で大人しい印象だ。
愛知県津島市で生まれ、豊橋海軍工場でご主人のキイチさんと出

く感じた。
ある日、新しいことに挑戦している福祉楽団であれば、そのような

会った。その後、キイチさんの実家がある千葉県香取市に引っ越し、

場所をつくってくれるのではと思い、
「香取 CCC」を訪れた。
「転職す

「ご飯は食
3人のお子さんを育てた。子どもたちには「寒くないか？」

る気なんてまったくなかったけど、
『本当に施設をつくってくれるなら、

べたか？」といつも気にかけ、ちょっとしたことでも「ありがとう」と

公務員を辞めて自分の知識や経験を捧げます』と言ったら、
『一緒に

感謝してくれる優しい母親だった。
「内向的な性格だったけど、
（キイ

やりましょう』という流れになって」と、笑いながら入職の経緯を話し

チさんの）カラオケ教室には一緒について行ったり積極的な一面も

てくれた。

あった」と美知子さんは話す。

その強い想いには、彼の幼少期が影響しているのかもしれない。

そんな佐藤さんが自宅の いつもの席 に座ると、表情が一気に

父を交通事故で亡くし、女手ひとつで育てられた。
「たくさん反抗し

明るくなった。そして、食事のジェスチャー付きで「何かないか？食

て迷惑をかけました。お互いが不満のはけ口になり、悪循環だった」
。

べ物」と仰っている。享一さん（美知子さんのご主人）が「おっ、動

さまざまな貧困から子どもへの虐待が起こり、それが非行につなが

くじゃないか！」と言ってOKサ

る。
「自分も一歩間違えばそうなっていた。巡り合わせのなかで救わ

インをしたり手を振ったりしてみ

れたから、社会に恩返しをしたいと考えるようになりました」と話す。

ると、佐藤さんもそれに応えた。

「児童相談所の時代は一生懸命になりすぎて、子どもに感情的なか

こういち

頬が紅潮して大きな瞳も輝き、

かわりもしてしまった。ずっと負い目を感じていますよ」
。いつも明る

職員では引き出せなかった自然

く笑顔な彼が、遠くを眺めながら当時を振り返る。
「だからこそ今は、

な佐藤さんの姿が見られた。

『科学的な視点』でケアを考えるようにしています。まだまだ勉強中

このように、入居者さんの自
然な表情が見られる自宅訪問は

ですが（笑）
」
今後は、子どもたちの生活の場をつくるという目標に向けて突き進む。

貴重であり、それが安心して行

失敗や変化を恐れず、常に挑戦し続けるその姿は、福祉楽団の理念

えるように、コロナウイルスの

のようだ。私も藤堂さんのそんな背中を追い続けていきたいと思った。

収束を切に願うできごとだった。

text :

香取 CCC
石田佑典

カラオケ教室の発表会で歌う佐藤さん

text :

杜の家くりもと
杵淵陽海

理事と評議員が改選されました
公募理事として多田里奈さんが就任

評議員は11名が選任されました

2021年 6月に任期満了にともなって、理事と評議員の改選が行わ

社会福祉法人には評議員全員から構成される評議員会を設置する

れました。理事は、職員全員に公募を行って4 名の応募があり、そ

ことが義務付けられており、法人運営の基本ルールの承認や、理事

の中から「杜の家くりもと」で生活相談員をしている多田里奈さん

や監事の選任・解任等を通じ、事後的に法人運営を監督する役割

（24 歳）が選任されました。理事の公募は、福祉楽団では初めての

を果たします。法人の経営に関係する人は選任できず、中立的な立

試みです。現場の視点を経営に反映し、よりよいケア実践や組織運

場が求められます。福祉関係者、当事者団体の代表、文化芸術、

営につなげたいと考えています。役員や職員に関係なく全員が経営

地域の代表、学識経験者など多様な意見をいただけるような顔ぶれ

の視点をもって、現場の課題や、ケアの質の向上に取り組んでいき

となっています。任期は2025年までの 4 年間です。

ます。現場で実践したいことや、新たに取り組みたい提案などを多
田さんに話してみるというのも面白いかもしれません。任期は2023
年までの2年間です。

評議員一覧（50 音順・敬称略）
在田 健一

有限会社アリタホックサイエンス 代表取締役

伊藤 佳世子

社会福祉法人りべるたす 理事長

井上 徹

香取市議会議員

小林 有香里

千葉市ひまわり会（里親会）会長

多田里奈さん

こまちだ たまお

芸術家

杜の家くりもと

篠塚 佳典

株式会社芝山農園 代表取締役

竹嶋 信洋

株式会社ベストサポート 代表取締役

ショートステイ 相談員
社会福祉士・介護職員初任者研修修了

1996年、北海道生まれ。北海道教育大学函館校 国際地域学科卒業後、
地域福祉の実践に惹かれて入職。介護職として経験を積み、現在は相談員

竹蓋 伸六

香取市社会福祉協議会 会長

筒井 啓介

NPO 法人コミュニティワークス 理事長

平野 昇

平野自動車 代表

妻鹿 ふみ子

東海大学 教授

として勤務。当事者の想いに寄り添い、さまざまな役割の人と協働しなが
ら日々の暮らしが良くなるよう研鑽していきたいです。

text :

福祉楽団 理事長
飯田大輔

より身近で、使いやすいガクダンマイルになりました
2021年 4月から一新した「ガクダンマイレージ制度」
。今までは100マイルを貯めると10万円相当の海外旅行と特別休暇が１日付
与される制度でしたが、30マイルで1万円相当の商品と交換できるようになりました。商品の幅も広がり、国内・国外旅行だけで
なく、人間ドックや体験型カタログギフト、マイル数に合わせた金額を上限にAmazonにある欲しい物と交換できるなど、職員の
生活がより豊かになることを目的に刷新しました。今回は、新制度になってから一番乗りで利用した職員に話を聞きました。
さ

杜の家やしお ケアサービスワーカー

き

加藤沙季さん（入職 5 年目）
加藤さんは新卒で入職し、現在「杜の家やしお」で訪問介護をしている。旅行が趣味だがこ
のご時世では難しく、新しい趣味として「ソロキャンプ」に興味を持った。始めるきっかけがな
かったが、マイルを交換しやすくなったことで思い切って始めてみた。
70マイルで 5 万円相当のAmazon 商品を選び、テントやタープ、BBQコンロなどのキャン
プ用品を6点ゲットした。7月に有休と希望休を組み合わせた約 2 週間の休みを活用し、埼玉
県加須市のキャンプ地へ友人と一緒に行く予定にしていた。しかし、急遽 1人で行くことになり
「ソロキャンプ」が実現することに。
「テントを立てて、中で横になったとき、カエルがテントの
中にいてびっくりしました」とキャンプならではの話を笑顔で話してくれた。1 泊 2日のキャンプ
だったが、涼しくゆったりとした自然の中で、読みたい本を読めたこ
とがとても楽しかったとのこと。さっそく、次に行く予定も計画中だ。
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草加市で専門職向けの勉強会を開催します

地域における包括的な相談支援体制づくりに向けて学びます。
9月24日（金）18 時〜 19 時半
「地域に求められる相談支援体制」
講師：朝比奈ミカさん（中核地域生活支援センターがじゅまる）

■

10月29日（金）18 時〜 19 時半
「重層的支援体制整備とは何か」
講師：玉置隼人さん（全国社会福祉協議会）

■

11月26日（金）18 時〜 19 時半
「当事者中心の支援体制づくり」
講師：堀田聰子さん（慶応義塾大学大学院 教授）

■

2012年に調理員として入職した谷田さんの前職は、イタリアンレ
ストランのコックでした。「分からないことを知っていくのは楽しい」と
介護の仕事に挑戦し、いまでは「介護福祉士」として活躍しています。

各回ともZoomオンライン配信いたします。お問い合せ、お申し込
（電話：0 4 8 - 9 9 9 - 7 6 6 7 ）まで。
みは「杜の家やしお」

現在は「パソコン教室」に通い中。前向きさと向上心で夢の移住も
実現できそうです。

text :

サポートセンター
原田貴征
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香取市でナイチンゲールケア論の
勉強会を開催します

介護や看護に共通するケアの原論について学びます。

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

「杜の家くりもと」デイサービス

・10月13日（水）、10月20日（水）、10月27日（水）の
3 回連続講義となります
・講師は各回とも飯田大輔（当法人理事長）
・時間は各回とも13 時半〜 16 時 40 分、香取市栗源支所

仕事と介護の両立は苦しく、毎日泣いてしまいます。運転手さんや
介護職員さんのひとことで心が和みます。ありがとうございます。

「さつき館」にて

お答えします

（電話：0 4 7 8 - 7 0 - 5 6
お問い合せ、お申し込みは「杜の家くりもと」
6 5 ）まで。

岩井 恵美

03

杜の家くりもと
地域福祉サービス部 生活支援課 課長

お仕事をされながらの介護はとても大変なことと思います。困ったこ
とや心配ごとがありましたら、些細なことでも気軽にお声掛けくださ
い。
これからもよろしくお願いいたします。

経営連携協定の法人が増えました

当法人が加盟する社会福祉法人経営連携協定に新たに
「みねやま福祉会」
（京都府）さんが加盟しました。経営情報
の共有や研修の共同実施などを行っています。また、各法
人の職員が交流することを目的として「SFCオンライン交流
会」が 7月17日に開催され、53 人の職員が参加しました。

ご意見

「栗源第一薪炭供給所」就労継続支援B型

他法人との横のつながりができたり、ケアの気づきが得られ

本人は毎日通い、やりがいのある仕事だとがんばっております。

るなど、視野が広がる機会となりました。

親としても、やりがいのある仕事ができて喜んでおります。

お答えします

山根 正敬
栗源事業部
事業部長

私たちの就労支援事業では、地域の畑や森をお借りしてサツマイ
モ栽培や薪づくりに取り組んでいます。
ご本人が自然や作物に真
剣に向き合っているからこその感想で、
職員一同、
うれしく思います。
※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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