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はたらく障害者を応援します。
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ごあいさつ
～すみだで暮らす人、働く人、訪れる人の夢や希望を育む～

「すみだの〝 夢 」の実現に向けて
暑さ厳しき折、皆様にはお元気でお過ごしでしょうか？
「すみだ障害者就労支援総合センター」では、平成24年3月開設から今年で5年の節目を迎え、
ますます活気ある日々の中、障害のある方が、輝きを持って働きながら、地域の中でいきいきと
暮らしていく、そうした夢や希望の実現に向けて、熱く、取り組んでいるところです！
10月には、障害のある方の就労について、区民の皆様や企業の方々に、理解を深めていただく
「すみだ障害者就労支援フェア」を、また、11月には、地域から親しまれる“ふれあいの拠点”として、
地元交流を図るため「みどりピアまつり」を行いますので、どうぞ、お楽しみに!!
皆様のご健康を心からお祈りしつつ… すみだ障害者就労支援総合センター所長 中山美幸

職
4月から「ゆめたまごすみだ」に
勤務しております。
今まで販売・福祉（生活支援）・
製造の仕事に従事しており、その
経験を就労支援の分野で活かし
ていければと思います。
信頼される支援員を目指し頑
張ってまいりますので、よろしくお
願いいたします。

今年1月から「ゆめたまごすみ
だ」に勤務しております。
就労移行は初めてですが、就
労という目的をもって頑張る皆さ
んと一緒に活動できることを嬉し
く思っております。
ひとりでも多くの方が、就労して
笑顔で巣立っていかれるよう頑張
りたいと思っております。どうぞよ
ろしくお願いいたします。

員
ゆめたまごすみだ
髙土 重行

ゆめたまごすみだ
遠田 美恵子

紹

介

あったまろんすみだ
水谷 一斗

総合相談室
松岸 勝己

「あったまろんすみだ」に平成28
年1月から勤務しております。
センターでの出会いを大切にし、
皆様が充実した日々を送れるよう
に応援したいと思っております。
笑顔と元気を忘れずにお出迎
えいたしますので、センターでお
会いした際には気軽にお声掛け
ください！

今年の4月に向島保健センター
から異動してきました。
就労を考えている方の相談を受
けています。さまざまな障害のあ
る方が熱心に就労を目指して活
動されています。関係機関と連携
して多くの方が就労に繋がるよう
に努めたいと思います。
まだまだ分からないことが多い
ですが、頑張りますのでよろしく
お願いします。

「ゆめたまごすみだ」では、平成28年2月からパソコンでの
在宅就労に向けた在宅訓練を開始しました。
現在は、週5日の通所を目指し、段階的に在宅訓練を取り入れている利用
者が1名、5月に3週間の体験利用(週3日)を行い、8月からの利用が決まっ
ている方が1名、6月下旬から体験を開始した利用希望者が1名となってい
ます。
在宅訓練では、Skypeを使用し、朝礼・
終礼にはビデオ通話を通じて参加します。
作業に関する報告、連絡、質問等は
チャットで行っています。
その日の成果物は、訓練終了後Skype
でファイルを送信してもらうことにより確
認しています。
Skypeのチャットでの
実際のやり取り

パソコン訓練では遠隔操作ソフトを
利用し、質問があった際には利用者
のパソコン画面を開き、確認や指示、
操作を行います。
在宅訓練で使用するパソコンは必要なソフトをセットアップし、貸し出しをしています。
インターネットの接続環境が整っていれば、訓練を行うことができます。
パソコン訓練の他、ビジネスマナーもプログラムに組み入れています。朝は、身だしなみ
チェックから始まります。
訓練の1日の流れは以下のとおりです。

8：45
8：50
9：00
9：10
9：15
11：50
12：00
13：00
15：40
15：50
16：00
16：05

パソコン起動・訓練日誌入力
センターとパソコン接続
朝礼参加
Skypeのビデオ通話
身だしなみチェック
訓練確認・訓練開始
訓練終了・成果物提出・訓練日誌入力
昼休憩
訓練確認・訓練開始
訓練終了・成果物提出・訓練日誌入力
訓練日誌提出
Skypeのビデオ通話
終礼参加
センターとのパソコン接続終了

Skypeのチャット・遠隔操作
ソフトを使用したやり取り

最終的には週5日の訓練を目指しますが、最初は相談に応じて日数を設定します。

在宅で働くちからの指標例

在宅就労では、一般の就労以上に「自己管理力」
「問題解決力」が求められます。
「自己管理力」とは「感情のコントロール」「意欲や
モチベーションを保つこと」「目的意識を持つこと」
「時間管理」「体調の管理」等の能力です。
「問題解決力」とは「分からないことがあった時に、
自分で調べるべきことか質問すべきことかを判断
し解決できること」「解決への方法を考えることがで
きること」「指示待ちではなく、主体的に動くことがで
きること」等の能力です。
パソコンのスキルアップと同時にこれらの能力の向
上も目指します。
6月6日(月)には厚生労働省から
の視察もありました。
これから、本格的に在宅訓練が
始動することになっています。
※出典 「 在宅における 就労移行支援事業ハンドブック」

働きたいという気持ちやパソコンスキルはあるけれども、通勤が困難、自分が
働ける環境が整った企業が見つからない等の理由で就職が困難と感じている
方は、是非、「ゆめたまごすみだ」で在宅訓練を体験してみて下さい！

◆第 二週 物づくり講座
◆第 四週 その他講座

5月14日(土) 折り紙で兜の小物入れ・
ヘビ・写真用フレームを折りました。

5月21日(土) 快晴の猿江公園
を皆でウォーキングしました。

5月28日(土) 「着楽会」の皆さん
に浴衣を着付けていただきました。

手話講座 を開催 しました！

去る５月 日センター内 研修として手話講座を開催し
ました。聴覚障害 の理解を 更に深め、あいさつや自 己紹介
の手話を総合 ・
生活 ・
移行各事業所職員と共に学びました。

手話 以外にも、口話 （
口の形を読
む ）・
筆談 （
紙や手 のひら ・
目 の前
の空 間 ・
地 面など 身 近 にあ る も
のを 利 用し て書 く ）・
身振り ・
携
帯 電話 活 用 ・
手紙 ・
メー ルやＦＡ
Ｘなど が有 効 です 。相 手 に合 わ
せて使い分けましょう。

～ あいさ つの手話表現 ～

朝[ ＋] あ[いさつ ＝]おはよう
昼[ ＋] あ[いさつ ＝]こんにちは
夜[ ＋] あ[いさつ ＝]こんば んは

朝[ ]

朝はグ ー、昼はチョキ、夜はパー
と手 の形はじゃんけんで覚えると
簡単 です。
あ[いさつ ]

昼[ ]

夜[ ]

～ 聴覚障害者 との コミ ュニケ ーシ ョン方法 ～

24

生活支援あったまろんすみだ では、職場定着支援と生活
に関わる個 別相談支援を行っています。また余 暇支援とし
て毎週土曜 日に各種講座を開催しています。
◆第 一週 スキルアップ講座
◆第 三週 スポーツ系講座

5月7日(土) グループワークで
身だしなみについて考えました。

月に行なわれた講座 の様 子をご紹介します。
利用者 の皆さんも余 暇支援 への参加を楽しみにして
いて、毎 回定員を 上回る申し込みをいただいています。
毎 月の予定表や過去 の活動 の様 子は、ホームページ
でご覧いただけます。
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