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The Kingdom of Heaven is like a mustard seed planted in a field. -Matthew13:31-32

武山
最初︑からしだね館に来たときの

ですが︑徐々に積極的になって来られま
武山

も︒

なるほど︒ 年後には順調に週

日になりました︒でも翌月には突然﹁ワー

した︒最近ではスキルアップについて発
言されるようになりましたね︒カフェで

クスをやめたい﹂と︒

こと覚えておられますか？
病院の職員さんから勧められて︑
の接客も当初は絶対嫌だと言っておられ
ＭＴ

ＭＴ
何人かで一緒に伺わせてもらいました︒
たのにご自身からシフトに入るようにな

ＯＴの職員さんに失恋したんで

お父様が亡くなられ︵家でゲーム

武山
す︒

5

られましたし︒

して過ごす︶この生活が続かないと実感

んどくなられて︑ワークスをやめると︒

そうでしたね︒意欲も落ちて︑し

ＭＴ

武山

行利用していたＯＴで人とコミュニケー

くなりました︒長く続きましたね︒

はじめ考えてなかったんですが平

ションをとれるようになっていったの

周りの反応︑どうでしたか？

ＭＴ

ましたね︒家での期間が長かったので︑
で︑接客もいけるかなと思いました︒
Ｏ

武山

実はあまり覚えていないんです

歩踏み出したって言っておられ

続けていかれるのか心配でした︒しかも︑

ＭＴ

して︑

仕事はしたくないと言われていたので︒
Ｔでも最初は話しかけられるのもしゃべ

が︑説得はされていたような ︒
…

武山
実際どうでしたか︒

言われるままに利用を始めました︒

広げるため接客もやろうと思いました︒

なって言わせてもらったんですが︑うる

気落ちして︑やる気が全く起きな

そのときは︑続くかとか考えず︑

るのも嫌でしたが作業しながらというの

私たちも病院のＯＴの方と一緒に

どうだったかな︒

ＭＴ

がよかったと思います︒仕事を選ぶ幅を

武山

ＭＴ

最初は話しかけてほしくなかった

さかっただろうなと思います︒

武山

最初は週

回からの利用でしたけ

武山

のは自信がなかったからですか？

『から☆メモ』の人物
武田さんのモデル

年後には週 回になりました︒
Ｏ

あのときは︑理解してもらえない

ＭＴ

当事者と支援者
それぞれの思い

そっとしておいてほしいという気

という気持ちでしたね︒

武山

持ちはわかってましたが︑ここまで積み

上げてやめてしまうのはもったいないと

いう思いでした︒でもいつも素直に話を

それで か月休むことになって︑

聞いていただけたのは嬉しかったです︒

ＭＴ

ずっと家で寝てました︒何もしたくなく

て横になっているのが一番よかった︒何

かをして気を紛らわすとかできませんで

…

した︒休み明けにどうだったか聞かれて︑

そうでしたね︵笑︶Ｍさん自身︑

ゆっくりしてたと言いました︒

武山

行かないことで焦りとか戻りたいという

気持ちになられるかなと私たちは思って

回から再開して

たんですが︒とりあえず今の状態はよく

ないということで週

日にシフト

利用再開する前に︑ＯＴの職員さ

を戻されました︒

そしたらものの か月で週

1

武山

了承したのはこのままではだめだ

そうだと思います︒それで日数も

それから程なく︑今度は接客で壁

あのときは︑こちらもどうしたら

が出てこない感じです︒

自分では使い慣れてないのでうまく言葉

んには言葉遣いとか丁寧だと言われても

考えている通りにできなくて ︒
…職員さ

ＭＴ ︵接客は︶無理だと思いました︒

まで言われましたね︒

にぶつかり︑カフェの作業をやめたいと

武山

増やしていったんじゃないかな︒

ＭＴ

と納得したからですか？

武山

書かせられてスタートしたので …
︒

んに恋愛を持ち出さないという誓約書を

ＭＴ

3

ＭＴ 人と話す経験がなかったからか

ＭＴ× 武山

2012 年 10 月号、
2013 年 11 月号に登場

ど︑
Ｔ
︵作業療法士︶に勧められて来たそう

﹁最初は続くのかなと思った﹂

今回は社会復帰に 1 歩踏み出してから現在まで
のことを振り返りながら、当事者と、一緒に寄
り添ってきた支援者のそれぞれの思いを対談形
式で語り合っていただきました。
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支
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事

当

1

1

1

2008 年 9 月 週 1 回 2 時間から厨房作業でワークス利用開始
意欲あるが、体力は 2 時間が限界

2010 年 4 月 週 5 日のシフトになり、カフェ業務スタート
7 月 意欲低下がみられ、元気がない
11 月 ワークスを正式に退所希望

4 月 何もしたくないと週 1 日のシフトになる
積極的に作業に取り組むようになる

無理してやってるので︒すごく疲

6 月 このままではだめだと奮起し、週 5 日に戻る

う感じにはならなくて︒相手がどう受け

れるんですけど︑でもだからいいやとい

ＭＴ

言葉が届くかなと悩んでました︒

ＭＴさん（40 代、男性）
でも今はまだまだだなと思いなが

とっているかは別なので︒
武山

4 月 Ａ型を目指したいと思うようになる
2015 年

明るい表情、雰囲気がみられる
デイケア卒業

あとは今後カフェで教える立場として︑

新しくカフェに入る利用者さんに作業の

割り振りをできるようになりたいです︒

今までは自分のことで精一杯だったんで

すが︑もう少し自分の作業に自信を持て

たらできるかなって︒それでいずれは一

般就労したいですね︒卒業される方がい

ると︑僕も独り立ちというか︑卒業でき

るようにしないといけないかなと︒一般

の環境はとても厳しいと思うので一歩踏

み出すことにすごく勇気がいりますが …

これからもチャレンジしていかれ

そんなことも考えたりしています︒

武山

るということで頑張ってください︒最後

そうですね︑考え過ぎないように

に他利用者にメッセージはありますか︒

ＭＴ

してください︒考えても悪い方向に結び

つけやすいですし︒僕は小さい頃からの

クセだと思っているので﹁あ︑またクセ

いい加減に仕事をしていると下の人にも

る立場から教える立場に変わってきて︑

ようになってきたと思います︒今︑教わ

探してましたが︑今は自然に言葉が出る

りマシかな︒前は一生懸命丁寧な言葉を

分前に進んだと思います︒人と接するの

ことができました︒

ＭＴ

張って来られたと思います︒

武山

ＭＴ

本当これまで投げ出さずよく踏ん

そうですね︑楽になりました︒

んの働く姿を通して︑周囲の人のため

武山

方がいいと言い聞かせてます︒あまり深

ない理由も意味もないから思考をやめた

が始まった﹂と思って︑考えないといけ

伝わってしまいますし︑今も勉強中です︒

も前よりしんどくないですし︒でも︑笑

に何かしたい︑との思いに変わったと

年積み重ねて︑大

ＭＴさ
ありがとうございました︒

ＭＴさんの思いは他者に注がれ︑それ

客様のために︑自分の後輩のために

が周囲にプラスの連鎖をもたらしてく

れていると思います︒本日はありがと

うございました︒

…

停止﹂と言い聞かせていったらできます︒

がくるということは減りました︒﹁思考

みにはまらず︑落ち込み過ぎてダメージ

以前︑やめたらシフトの穴をどう

顔は今もしんどいです︒周りに不快な思

きに︑大きな前進が与えられるのかな

そうですね︒迷いながらも続ける

するのか尋ねたら知りませんという感じ

いをさせているかもと思うんですが︑で

武山

だったのが︑今では責任もって作業され

とつくづく思うようになりました︒お
武山

今は難しいかもしれませんが︑こ

します︒
す︒僕の場合︑考え始めるとマイナスに

れも積み重ねていけたらいいですね︒

いです︒じゃないと︑気持ち悪くて ︒
…

苦手なことができるようになりた

いく傾向にあるので︑あれこれ考えて思
対処法を身につけられたんです

ＭＴ
武山

いつめないようにしてます︒

僕は考えないようにしてるんで

きないんです︒できない自分に悩んだり

ね︒前より楽ですか？

﹁笑顔を作るのは今もしんどい﹂

精一杯の笑顔

⅙
ていて素晴らしいです︒

不安に感じる度合いが︑今は前よ

5 月 繁忙時でも優先順位を考え、丁寧に作業される

ＭＴ

2013 年 3 月 明日にでもカフェをやめたいと業務報告に残す
ＭＴ

8

18 年間引きこもっていた
ら前向きに取り組んでおられますね︒

カフェで接客するＭＴさん
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2012 年 3 月 接客のことで悩み、疲れてやる気がなくなる

いつもありがとうございます
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