
 
 
 
 
 
 

 

    今年も又街中が桜色に包まれる美しい春がやってきました。季節の変わり目、皆様体調を崩されていな

いでしょうか。 

さて今号では、精神の病気でも働くことが出来るという事をテーマとして考えていきます。精神の病気

でも働くことを諦めないで！という編集部からのエールです。なびぃ利用者の中にも、なびぃを上手に利

用しながら働く事を実践している方が多くいます。 

今回はその内の 1 人に、特になびぃを利用する事と働ける様になる事の関係性に注目しながらインタビ

ューを試みました。それでは様子を覗いてみましょう。（Ａさんのプロフィールは 4 面をご覧下さい。） 

 

  －Ａさんはどの様に、どんなペースでなびぃ利用を開始しましたか？ 

 －当時通う場所が無かったので、ほぼ毎日通っていました。皆から、アルバイトや作業所経験の話等も聞

けましたが、当初はそこまで就労を考えてはいませんでした。ただ厚生労働省から委託を受けた短期の仕

事をしてみるようになり、お金ももらえるし段々働く事を意識し始めました。 

 

  －継続的な仕事に就きたいと思ったきっかけは何ですか? 

－なびぃへ通う中で、継続的な仕事に就いている方の話を聞く機会もあり、刺激を受けました。やりがい

について考える様になり、自分を変えたかったし自分もチャレンジしてみる価値があると感じました。な

びぃで人間関係のイロハを学んだし、こう考えられる様になる程、なびぃは私にエネルギーを与えてくれ

ました。 

 

  －では大事な質問になるのですが、Ａさんが就労する上でなびぃがどんな風に役立っているかという点

をお聞きしたいのですが。 

 －まずはなびぃへ来る習慣をつけた事で、規則正しい生活が身に付きました。又お金をかけずにいられる

空間で、随分と気分転換が出来ています（仕事に就いた今もスイッチのＯＮ．ＯＦＦが出来ます）。職員が

どうメンバーと接しているかを観察して、それを自分の仕事に生かせる事も大きな点です。自分がなびぃ

で支援してもらえるからこそ、自分も他人を支援したいという気持ちになります。又愚痴をこぼせたり、

担当職員からアドバイスをもらえるのも大切です。なびぃでは、職員とメンバーのフレンドリーな会話が

多くあり、仕事が無い日になびぃへ行くと大いに休めます。なびぃは私にとって安心感を持てて心を落ち

着けられる場であり、なびぃあっての仕事が出来ていると言っても過言ではないです。なびぃが無かった

ら仕事はここまで長続きせず、私は今頃つぶれていたと思うのです。 

 

  －では最後に、なびぃを利用したいけどなかなか一歩が踏み出せない方、なびぃ利用はしているがＡさ

んの様に将来的に就労を望んでいる方、各々にアドバイスを頂けますか。 

 －まず前者の方には、なびぃへ出かけてごらん！という気持ちです。背中を押してくれる人がなびぃには

たくさんいますよ。後者の方には、職員のアドバイスと自分の力を信じていけばきっといつか、今思って

いることは実現出来ますよ。私を見て、自分でもやれるかな…と思ってもらえたら嬉しいです。（終） 
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～Ａさんの略歴のご紹介～ なびぃ通所歴は約 15 年、現在は精神障がい者の方の生活を支える生活訓練

事業所で、生活支援員として働いていらっしゃいます。ちなみにＡさん自身も当事者である為、ピアスタッ

フという立場だそうです。主なお仕事は精神障がい者の方と一緒に掃除や料理に取り組んだり、一緒に散歩

をしたり各種手続きの同行をされたりと幅広いです。勤務は週に 4 日間、1 日当たり６時間との事です。 

仕事歴は今年の 4 月で 6 年目を迎えられます。現在のお仕事でのやりがいを伺ったところ、「対人関係の仕

事の為、相手からありがとう、Ａさんがいて下さって良かった。と感謝の言葉をもらえる事が素直に嬉しい

です。そういう事って日常生活の中で、ありそうで中々無い体験なので…」と答えてくださいました。 

 

インタビビューを終えてなびぃ編集委員より                             

今回のインタビューを通じて、自身の仕事について丁寧に言葉を紡ぎ出しながら答えて下さるＡさんのお話

を伺い、働ける様になるという事は病気からのその人の回復を意味するのだと感じました。同時に、働ける

様になるという事は病気になる前の自分らしさを取り戻したり、より自分らしく生活をしていける様になる

ことであるとも感じました。しかし 1度“働く”ことから離れてしまうと、1人でそれを取り戻すのはとても

難しい事であるのも事実です。しかしＡさんのお話を受け、なびぃという場所がワンクッションの役割を果

たす事により、もう一度“働く”ことを実現する事が出来るという事に気付かされました。病気による様々

な症状の為、“働く”という事をしばらく諦めてしまっていた私ですが、今回のインタビューを通じて、もう

一度自分の夢である“働く”ことについて考えてみたいと思いました。又、今回の記事が、なびぃ通信読者

の多くの方に、なびぃと繋がり（利用することで）“働く”という事の持つ意味をもう一度考えて頂き、実現

して頂ける様なきっかけの 1 つとなり得れば、なびぃ通信編集部として嬉しい限りです。Ａさんお忙しい中

ご協力頂きありがとうございました。 

 

〈退職される砂金さんからなびぃの皆様へ〉 

私は平成１９年になびぃに異動してきてもう６年という月日が流れました。それまで就労支援しか携わって 

こなかった私としてはマジメでお堅い考えで生活支援に取り組みましたが、生活支援を提供するうえで大切な 

『相談することへの安心感』の大切さを実際の面接や電話相談、フリースペースでの皆さんとの冗談を交えて 

話をすることで教えていただきました。本当にありがとうございました。棕櫚亭は

計１２年間勤めましたが私にとってはひとつひとつが良い想い出で、まだまだ思い

出作りをしたかったというのが本音でもあります。今回は私自身の都合により退職

することになりましたが、またいつかどこかでお会いできれば嬉しいです。 

そのときはまた変わらぬ砂金のくだらない冗談にお付き合いくださいね（笑） 

 

〈こんにちは小川さん〉   

三度舞い戻ってきました。小川です 

長い棕櫚亭の歴史の中でも同じ施設に３回異動したのは、私が初めてではないかと思います。 

異動は大変なこともありますが、その度に新たな出会いや、新たな発見もあり、私自身とても 

楽しみにしています。 

初めましての方も、お久しぶりの方もどうぞよろしくお願い致します。 

  

 

 

河上伸さんが２月１日、６４歳でお亡くなりになりました。いつもソファーにゆったり座っている 

姿を思い出します。ご冥福をお祈りします。 

なびぃ通信は、メンバーと職員で編集・作成しております。より良い紙面作りを目指しておりますので 

ご意見、ご感想をお聞かせ下さい。 



４･５月の予定                    

・和食の会 

  ４月は１０ 日(木)、１７日(木）、２２日(火)   
  ５月は ８日(木)、１５日(木）、２０日（火） 

  時間      午前１１時から 

  場所     なびぃキッチン 

  参加費   ２００円～３００円（材料費） 

 

 

・ヨガ教室 （毎月第４土曜日） 

 日にち   ４月２６日(土)  ，５月２４日(土)  
 時間    午後３時～午後４時 

場所    ピアス２階 

参加費   ３００円 

                                                              

 

・デイサービスご利用の皆様 

今年度からデイサービスは水曜日開催となります。                              

（第１水曜日と第三水曜日）午前１０時～１２時 

 但し４月は第３水曜日１６日（水）のみとなります。 

 ５月は７日（水）、２１日（水） 

 

・お楽しみ会 

  

４月のお楽しみ会                    ５月のお楽しみ会 

歓送迎会 

・日にち  ４月１９日（土）              ・日にち  ５月１７日（土） 

 

砂金さん 

 

  小川さん 

５００円ぐらいで１３時～１５時  

５月のお楽しみ会は未定です。 

メンバーの皆様の「ここに行きたい」や 

「こんなものを食べたい」がありましたら 

なびぃスタッフにお申し出ください。 

なびぃ通信の内容やプログラム、行事

についてご質問などありましたらなびぃ

スタッフまでお問い合わせください。 

 



日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5

4月 ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ
昼食ｻｰﾋﾞｽ

　ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ
昼食ｻｰﾋﾞｽ

ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ
昼食ｻｰﾋﾞｽ

ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ
昼食ｻｰﾋﾞｽ ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ

6 7 8 9 10 11 12

閉 閉
ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ
昼食ｻｰﾋﾞｽ

　ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ
昼食ｻｰﾋﾞｽ

和食会
ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ
昼食ｻｰﾋﾞｽ

ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ
昼食ｻｰﾋﾞｽ ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ

13 14 15 16 17 18 19

閉 閉

 
ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ
昼食ｻｰﾋﾞｽ

ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ
昼食ｻｰﾋﾞｽ

和食会
ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ
昼食ｻｰﾋﾞｽ

ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ
昼食ｻｰﾋﾞｽ

お楽しみ会
ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ

20 21 22 23 24 25 26

閉 閉

和食会
ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ
昼食ｻｰﾋﾞｽ

ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ
昼食ｻｰﾋﾞｽ

ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ
昼食ｻｰﾋﾞｽ

ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ
昼食ｻｰﾋﾞｽ

ヨガ教室
ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ

27 28 29 30

閉 閉 閉
ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ
昼食ｻｰﾋﾞｽ

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3

5月 ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ
昼食ｻｰﾋﾞｽ

ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ
昼食ｻｰﾋﾞｽ 閉

4 5 6 7 8 9 10

閉 閉 閉
ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ
昼食ｻｰﾋﾞｽ

和食会
ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ
昼食ｻｰﾋﾞｽ

ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ
昼食ｻｰﾋﾞｽ ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ

11 12 13 14 15 16 17

閉 閉
ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ
昼食ｻｰﾋﾞｽ

　
ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ
昼食ｻｰﾋﾞｽ

和食会
ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ
昼食ｻｰﾋﾞｽ

ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ
昼食ｻｰﾋﾞｽ

お楽しみ会
ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ

18 19 20 21 22 23 24

閉 閉

和食会
ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ
昼食ｻｰﾋﾞｽ

ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ
昼食ｻｰﾋﾞｽ

　　ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ
昼食ｻｰﾋﾞｽ

ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ
昼食ｻｰﾋﾞｽ

ヨガ教室
ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ

25 26 27 28 29 30 31

閉 閉
ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ
昼食ｻｰﾋﾞｽ

ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ
昼食ｻｰﾋﾞｽ

ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ
昼食ｻｰﾋﾞｽ

ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ
昼食ｻｰﾋﾞｽ ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ

◆フリースペースご利用時間◆

火・水・木・金 ／１3時～閉所まで 土／10時～閉所まで

◆フリースペースご利用時間◆

火・水・木・金 ／１3時～閉所まで 土／10時～閉所まで




