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この通信では、ピアス（就労移行支援事業・自立訓練（生活訓練）事業・就労定着支援事業）の

トレーニングやイベントを中心に、「働く」ことに関する情報を発信していきます。 

はれのちくもり 
SSKP 

第 138 号 

号 

202２年 8 月  

別冊ピアス通信 第 56 号 

巻頭言 

 

 

7 月 22日(金)に 2022 年度第 1回家族説明会を開催しました。みなさまのご協力により、感染対策をし

ながら当日は 17名のご家族にご参加頂きました。ありがとうございました。 

 

 施設長の伊藤より、「ピアスの就労支援～生活訓練から就労移行支援、そして定着支援～」という内容

でピアスの紹介をしました。 

ピアスは、◆「働きたい」を「働ける」に。そして「ずっと働いている」に、◆自分とうまくつきあう 

◆それぞれのゴールへ  と掲げ、就職を含めた生活全体の豊かさという視点を大切にしています。 

また、ピアスは、生活訓練事業と就労移行支援事業とを一体的に運営しているので、働く土台作りから取

り組むことができること、さらに、就職してからも、就労定着支援事業というサービスで、働き続けたいとい

うご本人の希望に沿って、最大三年間利用してもらうことができるということについて説明しました。 
 

 「働きたい」を「働ける」にするためには、職業準備性を高めていく必要があります。身につけたい「働く

力」とは、適性や技能などの「仕事の力」だけでなく、安定出勤・報連相などの「職業生活の力」、生活リズ

ム・金銭管理などの「日常生活の力」、通院、服薬、病状の認識などの「健康管理の力」も必要になってき

ます。 

また、ピアスには職業準備性を高めるために「就労支援の三本柱」があります。三本柱とは、「就労トレ

ーニング」「就労相談」「就労プログラム」です。これらの活動を具体的にイメージしていただくために 6分ほ

どの動画を視聴していただきました。 

 

 その後、懇談会の予定でしたがコロナウイルスの感染予防の観点から、質疑応答の時間としました。ま

た、ご希望があったご家族とは個別面談をさせて頂き、とても有意義な時間となりました。 
 

 また、年度内に家族説明会を開催いたします。その際にはコロナウイルスも落ち着き、懇談会を開催で

きることを願っております。 
 

 改めて、ご参加いただいた皆様、気にかけてくださった皆様、 

ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします 

                     ピアス  小山 
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6 月 29 日、オープナーのスタッフと一緒に、国分寺すずかけ心療クリニックで今年度最初の出前講座を行ってきま

した。 

この出前講座はオープナーが東京都から受託を受けて行う「精神障害者就労定着連携促進事業」のひとつで、こ

ちらからいくつかの医療機関に出向いて、当事者の方や職員の方に就労に向けての様々なプログラムを体験しても

らうというものです。 

 今回は「就労相談と就労準備について」というテーマでお話を進めました。参加された方の中には以前にオープナー

のアセスメントを受けられて知っている顔の方もいて緊張せずにスタートすることが出来ました。参加の皆さんは、現

在デイケアを利用されている方々でしたので、そもそも就労支援って何？というところから始まり、どんな関係機関や

施設があるのか、働く前にはどんな準備が出来るのか、その中でオープナーやピアスはどんな役割があって一体ど

んなことをしているのか、利用するにはどんな手続きが必要なのか、具体的にどんな支援やトレーニングをしているの

かについてお話しました。 

終わった後の質疑応答や感想で「どうやったらオープナーやピアスを使うことが出来るのか」「まず最初にどこに相談

に行けばよいのか」「就労相談の種類や役割、自分がどこに相談すればいいのかが理解できた」などがありました。 

普段は通所されているメンバーの皆さんと過ごす時間がほとんどですが、入口に立つための正確な情報を必要な人

たちに伝えていくことも私たちの大切な役割だと感じました。   ピアス  浅野 

7月 9日（土）に行われた東京 YMCA医療福祉専門学校の学園祭にお弁当を配達しました！ 

以前はピアスも学園祭に出店をさせていただいていましたが、今年は当日学園祭に参加している生徒さん用のお弁

当を約 120個お届けしました。 

いつもとうって変わってメンバーさんのいない静かなピアスでの配膳。静けさに少し寂しさを感じながらの配膳でした

が、当日助っ人として参加してくださった現役メンバーさん・OB メンバーさんのおかげで和やかに、そしてスムーズに配

膳を終えることができました！ 

その後配達を行った際には生徒さん・先生方があたたかく出迎えてくださいました。また、学園祭ということで、出入り

口では野菜の販売をしていたり、たくさん飾り付けがしてあったりと、にぎやかな雰囲気を味わうこともできました。 

印象に残ったのは、生徒さんたちが「おいしい」と言いながら 

お弁当を食べる姿や、うれしそうにスマホでお弁当の写真を撮 

っている姿です。普段配膳・配達をしているお弁当がよろこんで 

もらえていることを、ピアス通信を通じて皆さんと共有できること 

を喜ばしく思います。          ピアス  堀越 
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今回の O B インタビューリレーは、A.Y さんです。 

今回の OB インタビューリレーは、大手スーパーの特例子会社で働いていらっしゃる A.Y さんです。職場を訪問させ

ていただき、お仕事の様子を見学させていただいた後、A.Y さんと上司の方からお話を伺いました。

 

〇お仕事内容を教えてください 

スーパーの品出し、前進陳列が主な仕事です。お客様が

商品を選びやすいように並べています。お店が開店して

からは商品の場所を教えたり、接客もしています。曜日

によって量が違うので、日によって仕事のペースは違い

ます。忙しい時はフルメンバーでもギリギリな感じです

（取材した日は、少なめの日ということでした。ホッ）。

朝 7:00 から 11:00、週５日働いています。自宅から歩

いて通勤していて、交通機関に頼らす来ることができる

のは、安心感があります。 

 

〇このお仕事との出会いを教えてください 

昨年の 11 月から働いていて、７ヶ月になります。あっ

という間ですね。この店舗は新しくできたお店で、オー

プニングスタッフとして入りました。就活をしている時

期にこの求人に出会えたことは、自分にとってとても運

が良かったと感じています。先輩がいなくて、みんな同

僚、みんないい人です。これまでやってきた仕事では、

対人関係で大変さを感じていたので良い会社に恵まれた

と思っています。 

 

〇仕事をしていて良かったと思えたこと、大変だと感じ

ていることは？ 

自分自身も前よりは人に慣れてきたところもあるとは思

っていますが、ここは自分に寄り添ってくれている会社

だと感じていて、特例子会社を選んで良かったと思って

います。働き始めてから、行きたくないなあと思うこと

がありません。会社の方針として、この仕事をステップ

として次へ進んでいってほしいということがあります。

今は４時間がちょうどいいと思っていますが、今後働く

時間は増やして行けたらと考えています。大変と感じて

いること…仕事に関しては特にないですね笑。仕事が終

わり家に着くと、正直時間を持て余すこともあり、仕事

がありがたいなあと感じます。 

 

〇支援機関の使い方 

月１回オープナーの荒木さんが訪問に来て三者面談があ

ります。安定しているので次から２ヶ月に１回にしよう

と話しています。他にはピアスでの面談も月１でやって

います。面談が定期的にあることが、安心につながって

います。また、月１ピアスに行くことで、懐かしい仲間

と顔を合わせたり、良い気晴らしになっています。計画

相談の担当の方との付き合いも長く、良い関係を続けら

れていて安心につながっていると感じています。 

 

〇ピアスでの取り組みで役に立ったこと 

今体を使う仕事なので、体力がついたことが助かってい

ると思います。会社に「まずはここに来るというのがあ

なたの仕事」とよく言われています。作業のスキルとい

うよりも、もっと基本的な「安定して通うこと」をピア

スで身につけられたと思っています。 

 

〇将来の夢 

もう少し長く働きたい、将来的にはフルタイムで働きた

いと思っています。できたら、家庭も持てたらいいなと

も思っています。先々では、自分でできる（経営できる）

仕事とかできたらいいなと思います。 

 

上司の方に、行っているサポートを教えていただきまし
た 

私たちは「安定して仕事に来てもらう」ことをまずは大

事にしています。なので、来やすい、話しやすい環境づ

くりを心がけています。AY さんに特に配慮していると

いうことはないのですが、いっぱい話をするようにはし

ています。

 

 

 

 

 

 

 ピアスOB インタビューリレー 

今日は品出しが少なめの曜日ということでしたが、開店前のスーパーでテキパキとお仕事されながら、私にお仕事内

容を要領よく教えて下さった A.Y さん。その颯爽とした仕事ぶりはとても素敵でした。写真撮影をお願いした時に、

上司の方ともここがいいかなと話していましたと笑顔で教えてくださったり、この角度がいいかな？と上司の方も一

緒に考えて下さったり、お二人の関係性が伝わってくるようで、これが A.Y さんのおっしゃっている安心できる職場

の雰囲気なのだと感じました。 

A.Y さん、上司の Y さん、お忙しい時間に取材にご協力いただき、本当にありがとうございました（増田） 
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◆ピアスからのお知らせ◆ 

～ 定着支援事業をご利用のみなさまへ ～ 

 暑い日が続いていますね。今年は 6 月頃から夏が始まったので本当に長く感じます。疲れもたまる頃かと思

いますが、うまく休息をとりながらしのいでいきたいですね。 

 メール「OB たより」では、みなさんの近況や OB 会の様子が伝わるようにと配信しています。なかなか OB

会に参加できない方にも、手が空いたときに読んでもらえたらいいなと思います。よかったら感想や、みなさ

んに聞いてみたいことなど教えてください。また、アドレス変更など何かありましたらご連絡ください。 

 

●今後の予定● 

 9 月 10 日（土） OB 会  10：30～12：00 ピアスにて 

 ＊内容は未定です。決まったら「OB たより」などでお知らせします。 

＊OB 会は、毎月第 2 土曜日の午前中に開催しています。変更の場合は別途お知らせします。 

9 月 1７日（土） フォローアップ CES  10：00～ ピアスにて 

＊フォローアップ CES は、毎月第 3 土曜日に開催しています。変更の場合は別途お知らせします。 

 

～ その他のお知らせ ～ 

 多摩棕櫚亭協会では、新型コロナウィルス感染症防止として、手洗いも含め、入館時の手指消毒、体温の記録

をお願いしています。また、来館者の記録のため、入館の際は、お手数ですが来館者名簿への記入をお願いして

います。また、建物内の人数が密になることを避けるため、面談の変更や訪問の延期をお願いすることがあり

ます。安全にみなさまにご利用いただくため、重ねてご協力をお願いします。 

 

 

 

。 

●今後の予定● 

 ※月※※日（※） ※※※※※ 

 ＊ 

 

。 

 ＊ 

 

 ※月※※日（※） ※※※※※ 

 ＊ 

～ その他のお知らせ ～ 

 多摩棕櫚亭協会では、新型コロナウィルス感染症防止として、手洗いも含め、入館時の手指消毒、体温の記録

をお願いしています。また、来館者の記録のため、入館の際は、お手数ですが来館者名簿への記入をお願いして

います。 

 今後も建物内の人数が密になることを避けるため、面談の変更や訪問の延期をお願いすることがあります。

今後も安全にみなさまにご利用いただくため、重ねてご協力をお願いします。 

【編集】国立市富士見台 1-17-4 

     社会福祉法人 多摩棕櫚亭協会 

     就労移行支援事業所ピアス内 

     はれのちくもり編集委員会 

    Tel 042-575-5911 

【発行】特定非営利活動法人  

     障害者団体定期刊行物協会 

    〒157-0072 世田谷区祖師谷 3-1-17-102       

    Tel 03-6277-9611 

【定価】100 円 

ホームページで最新情報をお届けしています。 

 ➛www.shuro.jp 

 または『棕櫚亭』で検索！ 

編集後記 

8 月発行をと思っていたらあっという間に 8 月が終わりそうになっていました。無事 8 月中に皆様のお手元に届いてい

るでしょうか。 

ピアスは昨年度から感染対策をしながら少しずつイベントを再開しています。皆様に直接お会いできる機会が減ってい

るので通信を通して今のピアスを知っていただけたら嬉しいです。 

そして例年行っている行事をみて「懐かしいなぁ」新しい取り組みを知って「今こんなことやっているんだ！」と感じて

いただけるように伝えていけたらと思っています。 

最後に私事ですが、6 月号で公言していた読書がすすんでいません。次回発行は 10 月なので『読書の秋』を迎えたい

と思います。(本田) 

 

 

 

 

 


