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障害者の自立と より豊かな社会参加を目指して
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「むれやま荘だより」の
リニューアルにむけて
施設長

宮川 和彦

むれやま荘が35周年を迎えようとしていま
す。今まで、数多くのボランティアや関係者
の皆様の長年に渡る温かいご支援・ご指
導を賜ってのことと心から感謝申し上げます。
ご存 知の通り、むれやま荘は ICF の
視点に立った社会的リハビリテーションを
取り込んだ施設です。我々は日々頑張って
おられる利用者の方々が訓練しやすい環境
づくりの中で、背景因子である環境因子を
工夫しながら、
「Change Life」をモットー
にサービスを提供しています。
そこで、35年を振りかえり歴代所長を
紹介させていただきます。初代所長として、
岡崎英彦先生が昭和59年4月から昭和
62年6月までの期間、次に山野謙治所
長、佐野浩三所長、本村正一所長と続き、
滋賀医科大学を退官後、平成12年度に
着任され平成25年度まで所長として勤務
されました島田司巳先生（現滋賀県立障
害者総合診療所所長）であります。この
間、一人ひとりの所長が職員と共にむれや
ま荘を守り、また利用者の方々の自立とよ
り豊かな社会参加が可能となるよう、質の
高い支援サービスの提供に努めてきました。

行
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パソコン訓練

職業的リハビリのひとつとして、
就労移行支援の利用者の方を
中心にパソコン訓練をしています。
「ワード」や「エクセル」の習得が
中心ですが、パソコンが初めて
の方や、ハローワークなどのイン
ターネット検索、更に、P 検・日
商 PC 検定・MOS 検定の取得を目指したり、プロ
グラミングや CAD の勉強をされている方など、利用
者さんのニーズに沿って、より良い生活に役立てられ
るような訓練を心掛けています。利用者の方から、ご
寄稿をいただきましたのでご紹介します。

引き続き、社会参加に向けて地域や社
会の中で暮らしていきたいとの願いに応え
るため、一人ひとりの人生に応じた支援
を心がけ、むれやま荘を利用される方々が
「過去の自分から未来の自分にバトンタッ
チ」できる施設づくりを行っていきます。
その一翼を担うため、平成26年度から
むれやま荘スローガンを掲げました。今年
度のスローガンは「よく気づき よく話し よく
動こう
！」です。施設スローガンが始まった
のは、当時（平成14年）勤務していた滋
賀県立特別養護老人ホーム福良荘（現ふ
くら）でした。その後、異動先となった特別
養護老人ホーム伊香の里（現長浜市社会
福祉協議会）
、そしてむれやま荘でも引き
継いでいます。
これ からも施 設 スローガンを掲 げ、
「We ♥ Mureyama」を目指していきたい
と思います。この想いが詰まった広報誌が
「岐路（みち）
」です。この広報誌「岐路
（みち）
」は、むれやま荘を広く知っていただ
くためのものであり、我々職員が同じ方向
を向くためのツールです。Cool な広報誌
ができあがりました。

訓練を体験 し て

むれやま荘のPCのリハビリ
むれやま荘に通うようになっ
て、PC のリハビリに取り組 ん
だ。僕は職業柄、PC をよく使っ
たのだが、 文 章 中 心の、 一 太
郎やワードが多く、あまり Excel
は使ったことがなかった。 デー
タの処理や表を作るなどはほと
んどやったことがなく不安であっ
たが、担当の指導者の厳しく優
しい指導もあって、Excel がぐ
んと使えるようになった。まだま

だ未熟ではあるが、このままも
う少し訓練を続けていけば、自
分の人生にも、もう一度、新し
い展開が起きるような気がして
きた。 人生は、いつの時点でも
努力と繰り返し取り組むことで、
開けるのではないかと思わせる
ようなリハビリのあり方や取り組
みは、 人生を豊かにしてくれる
と思わせる。 自分を見失いかけ
て、もう一度自分を見つめなお

通所 2 年目

長谷川 豊彦

す、そんな機会をあたえてくれ
るようなリハビリのあり方こそ、
真のリハビリと言えるだろう！

今年の文化祭は11月2日（土）に開催予定です。 皆様のご来場、お待ちしております！！

むれやま荘だより

OBインタビュー
2019年（令和元年）10月29日

先輩からのメッセージ

自立し、より豊かな社会参加を目指して
今、活躍中のむれやま荘の OB の方から学ぼう！
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機能訓練 樫原 忠義 さま

Q1

現在、大津市にあるサービス付き高齢者住宅で暮らしています。
ここでは朝・夕・寝る前にヘルパーさんが来て身の回りの世話をし
てくださいます。
月曜から金曜は日中生活介護の事業所へ行き、農作業や軽作
業をされる利用者の見守りや声かけ、話し相手などをしています。
土曜日は移動支援を使って外出をしたりしています。また、日曜日
は別の日中生活介護の事業所へ行っています。
今の暮らしでは、建物内での移動範囲が狭くて車いす自走の機
会が減ってしまったこともあり、むれやま荘の PT・OT さんの指導
を受けて作業所内での自主訓練もしています。

むれやま荘を利用されたきっかけは？

仕事中の転倒がきっかけで徐々に手足が動かなくなり寝たきりに
なってしまいました。世話をしてくれていた兄が一時、入院となりケ
アマネさんがむれやま荘を勧めてくださいました。

Q3

自宅とむれやま荘のちがいは？

自宅では兄と2人暮らしで、体が動かなくなってからは寝たきりで
ヘルパーさんの助けがなければ食事もトイレもできませんでした。お
風呂にも入れない状態だったことからすると、むれやま荘では安心
して過ごせましたし、車イスで自走できるようにもなりました。

Q4

むれやま荘の良い所を1つ
教えてください。

職員さんが親切です。色々とよくしてくださいました。

Q5

むれやま荘ではどのような活動に
力を入れていましたか

PT，OT などの訓練を頑張っていました。

Q6

一番は、年齢関係なく広く交友を深めることができた事。また、
当初は不安がありましたがむれやま荘での生活も訓練によってなん
とかなった（…寝たきりだったのが車イスで動けるようになった）。

同じような境遇の方に向けて、
何かメッセージをお願いします。

あきらめず、頑張ってください。

今は、自宅から週に5日、仕事場まで通っています。1日の労働
時間は10時〜 16時の6時間で、主な業務内容は、企業案内のパ
ンフレット作成などパソコンを使った仕事が多いです。

Q2

むれやま荘を利用されたきっかけは？

「将来的に1人暮らしがしたい」、
「1人でできることをもっと増やし
たい」と思い入所を決意しました。

Q3

学校とむれやま荘のちがいは？

学校もむれやま荘も集団生活というところは同じですが、むれや
ま荘では幅広い年齢層の方が生活されており、人付き合いの面で
違いがあるなあと感じました。

Q4

あなさこ

かずよ

穴迫 和代

■趣味：読書

やまもと

ゆうこ

山本 優子

4月より生活支援員でお
世話になります、白木です。
一 期 一 会を大 切 に日 々
笑顔で過ごしたいと思いま
す。 これからどうぞよろし
くお願いいたします。
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白木 利江子

■趣味：野 球観戦、美味し
いお店さがし

つじ

辻
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外来リハビリテーション先にて

就労移行支援 荒川 佳輝 さま

Q1

現在はどちらでどのように
生活されていますか。

むれやま荘の良い所を1つ
教えてください。

現在はどちらでどのように
生活されていますか。

今は、実家で生活しながら働いています。以前は、私鉄の線路
の修繕の仕事をしていましたが、病気をきっかけに元の仕事を続け
ることが難しくなり、今は本社で季節のイベントなどの業務などに取
り組みながら頑張っています。

Q2

むれやま荘を利用されたきっかけは？

脳出血で倒れた事がきっかけでした。段々と左側の手足が冷た
くなっていき、あまり覚えていませんが、ドクターヘリで救急病院へ
搬送されたそうです。その後、リハビリ目的で回復期の病院に入院
していましたが、その病院を退院した後に病院 Dr がむれやま荘の
事を話してくださいました。病院でのリハビリ中から、復職する気持
ちでいましたのでむれやま荘の利用を決めました。

Q3

病院とむれやま荘のちがいは？

木工やパソコン、縫製、実際の仕事に近い軽作業など色々な訓
練ができるところが良いと思います。

病院では、何事についても自分の意思とは関係なく「○○しま
せんか？」と職員さんが促してくれました。一方、むれやま荘では自
分自身のできることは自主的に自分で行わなければなりません。自
分自身の努力が必要になってきます。

Q5

Q4

むれやま荘ではどのような活動に
力を入れていましたか

むれやま荘の良い所を1つ
教えてください。

エクセルやワードなど就労に必要なスキルを獲得し、次の場所に
繋げたいと考えていました。あとは実際の仕事に近い軽作業ですね。
多くはありませんが収入にも繋がりましたし、何より「働くぞ」という
意識づけができたと思っています。

隣の障害者福祉センター内にプールがありますが、1回 / 週の
水治療法のプログラムが有り難かったです。水の中で歩くと身体へ
の負担が軽くなりました。むれやま荘の利用が終了した後も自宅の
近くのプールに通っていました。

Q6

Q5

むれやま荘で得たのはどんなこと
ですか？

Q7

同じような境遇の方に向けて、
何かメッセージをお願いします。

今思い返してみれば、何かと勉強になることが多かったように思
います。私自身が若いこともあり、周囲の目上の方との関わり方な
どは学校では身に付きませんでした。また、自治会の役員をしたこ
とがありましたが、役割から責任感を教わりました。これからむれや
ま荘に来られる方には、
「何事にも諦めず挑戦することが大切であ
る」と伝えたいです。その挑戦が例え失敗に終わっても、また違う
方法を考え、試行錯誤して欲しいです。きっと良い方法が見つかる
はずです。諦めず、まずはやってみることが大切です。

新 任 職 員 紹 介
6年ぶりにむれやま荘に
勤務させていただくことに
なりました。
体力、記憶力ともに衰え
『 私にできること』につ い
て 考 える日 々です が、 少
しで も お 役 に 立 てるよう
頑張ります。 どうぞ宜しく
お願いいたします。

生活訓練 澤井 秀治 さま

まずは何事にも集中して取り組むことができるようになりました。
それ以上に、学生時代から「自分自身でできることを増やしたい」
という想いが強かったので、むれやま荘を利用することでより上のレ
ベルを目指すことができたのではないかと思っています。

むれやま荘で得たのはどんなこと
ですか？

Q7

仕事先にて

Q1

現在はどちらでどのように
生活されていますか。

Q2
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障害福祉サービス事業所にて

第64号（2）

（特集 /OB インタビュー）

着任して早や6 ヶ月が経
ち、 利 用 者 の 皆 様 が日々
努力しておられるお姿を拝
見していると、 逆に励まさ
れて前向きな気持ちになり
ます。
利用者様に寄り添いなが
ら「むれやま荘に来てよかっ
た！
！」と言って頂けるような
支援を目指して頑張ります。
よろしくおねがいします。

特にパソコンを頑張っていました。身体が思うように動かない分、
一番使えるようにと思っていました。パソコンのスキルを証明するた
めの資格試験も受験しに行きました。軽作業では片手での作業に
苦労した思い出があります。また、空き時間を見つけては OT も頑
張っていました。

Q6
Q7

り

秋元 麻里

■趣味：たまに山に登りに
行きます。

清々しい空間作りに努め
ていきたいと思います。

むれやま荘をきれいにす
るためにがんばります。

■趣味：音楽鑑賞

■趣味：
映画鑑賞
音楽を聴くこと

たけうち りょうた

竹内 涼太

同じような境遇の方に向けて、
何かメッセージをお願いします。

まずは諦めて下さい。なったものは仕方がない。いつまでも悔やん
でいたところで元には戻りません。諦めて開き直れ！悩むより開き直れ！

4月より異 動してきまし
た。 今までの経験を活かし
ながら、 利 用 者 様 へ の 支
援に日々向き合っていきた
いと思います。
どんどん新しいことにも挑
戦していき、支援力を高め
ていけたらと思っています。
ま

むれやま荘で得たのはどんなこと
ですか？

自分では自覚できませんが、
職場の方や友人などからは「変わっ
た」といわれます。

ます!!
がんばり
します!!
よろしくお願い

あきもと

むれやま荘ではどのような活動に
力を入れていましたか

▪ 家族研修会のご案内

むれやま荘では、利用者様ご本人とそ
のご家族様に向けて、
「家族研修会」を開
催しています。
今後の開催予定は以下のとおりです。
皆さんのご参加をお待ちしています。

▪ 家族研修会 開催予定
開催日

研修会

12月1日（日） OB さんの話を聞こう
家族研修会は 2 月も開催予定です。

