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実際に訓練をやってみて、避難所の場所と避難方

法が知れて勉強になりました。簡易トイレは知ら

ないものだったので勉強になりました。実際の現

場では非常ベルが鳴ると思うので、今後はそうい

う訓練もできると良いと感じます。(O.Y さん) 

 

SSKP 

はれのちくもり 
第 140 号 

号 

別冊ピアス通信 第 57 号 

202２年 1１月  

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。 

話を聞くだけでなく、実際に動いてみると過去の震災

体験を思い出して現実味が湧きました。訓練では、安

全確認が済むまで机の下で待つのも実際の場面に近い

と思いました。トイレは避難所で 1 番ネックになるこ

とだったので、実際に入ってみると予想よりも暗さや

狭さが気になり大丈夫かな？と思いましたが、代用品

が見られただけでも少し安心しました。（O.H さん） 

 

現在法人では、防災プロジェクトメンバーが中心となって BCP の作成と更新を行っています。BCP とは『事

業継続計画』とも言い、自然災害、大火災、感染症拡大などの緊急事態に遭遇した場合に、事業の損害を最

小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とするために、平常時に行うべき活動や

緊急時における事業継続のための方法・手段などを取り決めておく計画のことです。その BCP にある「平常

時に行うべき活動」として、防災訓練が挙げられます。この紙面では、ピアスメンバ－と職員が一緒に行っ

た防災訓練について報告いたします。 

まず 8月には、夏休み週間の講座の１つとして防災講座を行い、都の資料をもとに『マイ・タイムライン』

を作成しました。マイ・タイムラインとは、水害、台風災害を主に想定し、被災時にとるべき行動をあらか

じめ決めておくものです。天気予報や防災無線など情報収集が出来れば、予測がしやすい災害ではあります。

大きく恐れることはなく、心がまえや準備は出来ることを確認しました。（https://www.bousai.metro.tokyo.

lg.jp/index.html 参照） 

次に 9月は地震、火災発生時の『初動訓練』を行いました。地震、火災は予測が出来ない災害です。部門

トレーニング中に大地震が発生した、という想定で「最初に行うこと＝初動」を確認しました。まずは自分

の身の安全を確保することです。机の下にもぐったり、ガラス戸に近づかないこと、厨房内では通路でしゃ

がむこと、などを確認しました。そして、建物の安全が確認できたら次の行動に移ること。避難場所である

国立七小までの道順も確認しました。初動訓練は、経験したメンバーが多かったかもしれませんが、繰り返

し行うことでいざというときの動きに繋がる訓練の大切さについても確認をしました。 

防災訓練の取り組みとして、訓練はコンスタントに行うことを意識しています。それは、メンバーの入れ

替わりがあるピアスなので「避難経路と最寄りの避難場所が分からない」「火事のときの動きが分からない」

というメンバーがないようにしたいためです。緊急事態がないに越したことはありませんが、その準備がピ

アスの利用の安心に繋がるよう、これからも続けていきたいと考えています。（ピアス 長野） 
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9 月 26 日に棕櫚亭第Ⅰが「インターネットを使った詐欺被害に注意しよう！」というテーマでプログラ

ムをするというお誘いがあったので、職員 1名、生活訓練のメンバー4名で参加してきました。 

具体的な詐欺の手口や注意する点、被害にあったときの対応方法などの抗議を受け、「このメールよ

く来る！」「こんなの詐欺なんて見抜けない！」と巧妙になっている詐欺について情報共有しながら話し合

いました。 

私自身講義を受けてからは、今まで気に留めていなかった警告画面を気にするようになったり、URL を

クリックする前に詐欺ではないか疑ったりと詐欺へのアンテナがたつようになった気がします。こういった社

会問題となっているテーマを取り上げ、情報を伝えていくことでみなさんに関心をもってもらい、被害にあ

わないように対策をたてていくことも大切なことだと感じました。 （ピアス 本田） 

9 月のプログラムは「お仕事はじめの一歩」「得

意・不得意について」というテーマでピアスで行っ

ている「ワークサンプル」を７名の方に体験しても

らいました。 

まずワークサンプルの目的をお話してから「数値

チェック」「プラグ・タップ組立」「OA ワーク」

の 3つに取り組みました。最初にとても印象的だっ

たのは皆さんがとても楽しそうに取り組んでいる

姿でした。ひとつひとつ出来ていくことの達成感が

自然と笑顔につながっていくそんな様子でした。終

わってから「自分のやりやすい作業を知ることが出

来た」「体力・集中力があることがわかった」「工

夫は身近なところ出来ると分かりました」との感想

をいただきました。 

10 月のプログラムは 8 名の方にオープナーの川

田さんが「「障害者雇用の最近の状況」というテーマ

で話しました。 

根岸病院 就労プログラム 出前講座 

障害者雇用の現状、オープン・クローズのメリッ

ト・デメリット、チャレンジ雇用や特例子会社など

働き方の可能性をたくさんお伝えしました。また、

コロナにおける障害者雇用の状況という今だから

こそのお話もありました。 

参加者の方から「最近の状況が知れてとても参考

になった」「勉強になった」「支援者をしっかりと

見極めなければ」などの感想がありました。 

参加者の皆さんは現在、デイケアを利用されてい

ますが、就労への関心がとても高くこのような機会

を通じてピアスのような場所があることを知って

もらいたいし、知ってもらえるようにしていくこと

が必要だとあらためて感じました。「（ピアス 浅野） 

 

（9月 29日・10月 14日） 
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 ピアスOB インタビューリレー 

 

 

  

Q. 仕事内容を教えてください 

仕事の内容は大まかに言うと倉庫内の軽作業。値段ポ

ップの印刷、裁断、梱包…と、大手ドラッグストアの値

札のカードを一から作って発送しています。今はその中

でも特別枠の仕事を任されています。これは準社員の方

がやっていることに近い内容です。他のスタッフにやり

方を聞かれたり指示を出したり、と他の人の作業を考え

たりすることもあります。この仕事を任されていること

は、自分が頼られていると感じて嬉しくもあります。こ

れまでの流れでやるようになったのだけれども、自分も

こういうことができるんだと思うようになりました。 

 

Q. 就職してから変化したと思うことはありますか？ 

お金を稼ぐという意識が変わったと思います。お金を

もらうのだからしっかり仕事をしなきゃと思います。給

与をもらったときには達成感があります。 

それと、平日があっという間に過ぎると感じるように

なりました。仕事をしている平日は1日過ぎるのが早く

感じます。夏にコロナに感染して10日間家にいたこと

がありました。その時とても時間が長く感じました。仕

事しててよかったなぁと思いました。 

 

Q. 成長したなと思うことを教えてください 

人に指示をしている自分ですね。任されるところが増

えて、言われたことをやるだけじゃなく、自分で考えて

仕事をするようになりました。任されることが自信につ

な 

ながっています。でもその反面、プレッシャーもあり、疲

れもします。入職してすぐのときには、慣れてきたら準社

員をめざし、その後は正社員とも思っていましたが、やっ

てみて、今の働き方が自分には合っていると思うようにな

っています。準社員という道はあるけれども、重圧は苦手

です。現状維持が大事だなと思っています。 

 

Q. 安定して働けている理由は何だと思いますか？ 

職場環境が良いからだと思います。人間関係がいいで

す。みんな優しくて圧をかけてくる人はいません。いろい

ろな障害のある方がいて、クセもあったりしますが、みん

なで仲良くやれています。 

 

Q. 支援機関の使い方を教えてください 

たまにオープナーに面談をしにきています。自分にとっ

ては、話すことがストレス発散になっています。会社では

話せない日常のいろんなことを話しています。アドバイス

をもらうこともあるけど、話してスッキリする、その方が

自分にとっては大きいと思います。 

 

Q. 将来の夢を教えてください 

仕事に関しては現状維持で長く働くこと。あとは、一人

暮らしをやりたいと思っています。お金を貯めることは苦

手ですが、家族と一緒に考えて今貯金をしています。ある

程度貯まったら、一人暮らしを始めたいと思っています。 

今回インタビューをお願いしたのは、特例子会社で働いていらっしゃる川瀬拓也さんです。川瀬さんは、現在のお

仕事を始めてから4年経っていらっしゃいます。今日は長く働けている秘訣や働き始めてからの自分の変化などのお

話を聞かせていただきました。お仕事が終わってからピアスに寄っていただき、インタビューさせていただきました。 

 

今思い返すと、私が棕櫚亭で働き始めた頃、川瀬さんと初めてお会いしました。川瀬さんはその時かわいらしい

高校生、月日が経つのも早いものです。久しぶりにゆっくり川瀬さんと嬉しくお話させていただきながら、若々し

さは変わらないけれども、社会人としての逞しさを感じました。お仕事を任されていることや安定して働き続けて

いることが自信となり強さになるのだと思いました。お仕事が終わってからピアスに寄っていただき、インタビュ

ーさせていただきました。川瀬さん、お忙しい中インタビューにご協力いただきありがとうございました。(増田) 
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～編集後記～ 

9 月 1 日が防災の日であることから今月号ではピアスで行った防災訓練と棕櫚亭で行っている防災プロジェクトを大きくと

りあげることにしました。今年も国内外で台風による多くの被害をもたらしました。ピアスは近隣の方のための避難所にもな

っており、災害が起こったときに対応できるよう日々話し合いや研修をおこなっています。こういう活動があると、家にいる

ときにはどういう行動をとればいいんだっけ、防災グッズや避難経路の確認をしなきゃと考えるようになりました。ピアス通

信を読んでくださった皆さんもこれを機に防災対策に今一度意識をむけてみませんか？(本田) 

 

 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】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 

◆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 ～ 

  朝晩冷え込むようになってきましたね。みなさん体調管理に気を遣う毎日かと思います。コロナに加えて

インフルエンザのこともありますが、感染対策という点では同じなので、変わらずやっていけるといいですね。 

 前回の OB 会では、みなさんからの発案で久しぶりに卓球をやって盛り上がりました。引き続き、一緒に企

画も考えていければと思っています。 

 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と思います。よろしければ、感想やみなさんに

聞いてみたいことなど発信してください。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● 

11 月 12 日（土） OB 会  10：30～11：30 ピアスにて 

 ＊今回は茶話会です。あたたかいお茶を飲んで、近況報告したいと思います。 

＊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。 

 

11 月 19 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。 

 

12 月 10 日（土） OB 会  10：30～11：30 ピアスにて 

 ＊内容は未定です。日程が近くなりましたら、「OB たより」でお知らせします。 

～ 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。 

 

 


