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このコーナーでは利用者の皆様
のお声を載せていきます！
ペンネーム・そらさんの体験談から見えないつらさや不便さ、だ
れにでも起こり得ることであること、どのように乗り越え今の
自分がいるのかを伝えていきます。

【

心にも傷はつく

】

お盆期間中の
相談体制について

そらさん No.8

戦争で心の傷を負った兵士達の映像を見る機会がありま
した。弾丸が当たってないのに体がずっと震えて歩けもしま
せん。ふとその姿が常に緊張状態で外出すれば不安感に襲わ
れる自分と重なり、私の症状も心の傷からきているのではな
いかと思いました。戦争中と現代は別であると思われがちで
すが、いわゆる虐待児等も過酷な環境を経験してきた点では
似ている気がします。心が何度も強い衝撃を受けて弱ったの

○8 月 11 日(日)
12 日(月・振休)
…電話相談のみ
…サロンお休み
○8 月 13 日(火)～16 日(金)
…電話・面接・訪問・同行支援
通常通り

です。心はやはり存在するものであり、生活の場の家庭が戦
場状態では病んで当然かもしれません。世界平和よりまず足

…サロンお休み

元の平和を願いたいです。

田子西地区に新しい施設ができました…！

令和元年 5 月に共生型複合施設「Open Village ノキシタ」が宮城野区田子西地区に開設されました。
マネジメント事業を担当した㈱Ainest は、高齢化が進む日本ではこれまでの“まちづくりで経済成長を支
える”という手法には限界があることに着目し“まちの力で健康寿命を伸ばし社会保障費が軽減できるまちづ
くり”という今までとは違った発想が必要となると考え、ノキシタを誕生させたそうです。
田子西地区は、東日本大震災後、復興公営住宅の建設や被災した方が新しく家を建て移住するなど、古くか
らのコミュニティと新しいコミュニティが混在する地区であり、周辺地区を含め高齢者が多い地域でもありま
す。新古のコミュニティ、様々な地域から転居してきた人たちが集まったこの地区は住人同士のコミュニティ
形成が課題となっていました。少子高齢化が進む社会、高齢者が多い田子西地区をリンクさせ、高齢者の孤立
を防ぎながら健康になれる街づくりに取り組むこととしたそうです。
ノキシタでは、高齢者のみに焦点を当てるのではなく、支えられる立場と考えられがちであった高齢者や障
害者、子どもなどが地域の中で「つながり」をつくり、それぞれが「役割」を
もつことで「住むことでみんなが健康になれるまちづくり」を目指しています。
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Open Village ノキシタ
ノキシタカフェ オリーブの小径

コレクティブスペース
㈱AiNest が運営する交流スペースです。

NPO 法人シャロームの会が就労継続支援 B 型として

人や活動が結びつき、温かな輪（和）を育てる交流ス
ペースです。お料理、本、さをり織り、手仕事、体操、
できる事は無限大な可能性を秘めている場所です！
曜日ごとにイベントを開催したり、自由に過ごせる交
流スペースを開放しています。（R1.8 より交流スペー
スには利用料がかかります）

運営するカフェです。
「野菜を美味しくたくさん摂れるお店」をコンセプト
に、ゆっくりと時間を過ごしながら健康になれる、とい
う一石二鳥のお店を目指しています。
メインメニューのスープカレーから軽食にぴったり
のフレンチトースト
などのメニューが揃
えられています。
様々な世代の方が
来店するとのことで、
ゆったりした雰囲気
で気軽に立ち寄れる
カフェとなっていました。

サポートセンター Tagomaru

シャロームの杜ほいくえん

社会福祉法人仙台はげみの会が運営しています。様々
な障害福祉サービスを通して、重度の障害があっても

NPO 法人シャロームの会が運営母体となり、㈱ペン

地域の中でワクワク過ごせるよう、当事者目線でサポー

ギンエデュケーションが委託運営している保育園です。

トしています。

多様な人と人との関わりの中で子どもたちを育てる保
育園です。幼い頃から地域の様々な人とのかかわりをも

○指定計画相談支援/障害児相談支援
「Tagomaru ねくすと」

つことで、豊かな成長をサポートしていきます。

○居宅介護/移動支援 等
「Tagomaru ヘルパーズ」
ノキシタの入り口です

○日中サービス支援型共同生活援助
「Tagomaru ハウス」

緑で溢れるお庭が印象
的でした

○福祉型短期入所事業
「Tagomaru ステイ」

地域の方のお散歩コー
スにもなっているとの

○仙台市障害者家族支援等推進事業
「Tagomaru レスト」

ことです
写真引用：AiNest ホームページ

ノキシタは６つの施設で
5 つの機能をもっています

①

コレクティブ・スペース

㈱AiNest

②

アンスクーリング・スクール（予定）

㈱ペンギンエデュケーション

③

障害者就労継続支援 B 型

NPO 法人シャロームの会

④

企業主導型保育園

NPO 法人シャロームの会
（運営 ペンギンエデュケーション）

⑤

障害者サポートセンター

⑥

・相談支援事業所、ショートステイ 棟
・グループホーム 棟

社会福祉法人仙台はげみの会

今回ご紹介する高砂・岩切地区とは、宮城野区障害者自立支援協議会「エリア会」で分けられ
ている地区名で、おおよそ「高砂～福室～田子～福田町～中野～岩切」周辺の地区を指します。
今年 5 月に高砂・岩切地区に新たな施設が開所されました。そこで高砂・岩切地区にある障害
福祉に関する事業所も併せてご紹介します。
事業所名

事業所名

アースサポート仙台高砂

共同生活援助

Tagomaru ハウス

アクトケア仙台

短期入所

Tagomaru ステイ

アミカ仙台東介護センター
アミカ仙台宮城野介護センター
あゆみの杜 訪問介護サービス
サポートクラブ未来宮城野

居宅介護

放課後等デイサー
ビス

セントケア仙塩

NPO 法人コスモスクラブ
どんぐり
児童デイサービス・アニマート
せんだいみやぎの
am 中野栄
まーぶる・びーと

ヘルパーステーション クオレ

仙台市田子西たんぽぽホーム
児童発達支援

ヘルパーステーション クローバー

am 中野栄

ヘルパーステーション こころ

相談支援事業所 Tagomaru ねくすと
（計画相談支援）

やさしい手仙台ケアセンター宮城野

相談支援

就労継続支援 A 型

ご一服処 夢まるごと

就労継続支援 B 型

アイエスエフネットライフ松島
「宮城野オフィス」

障害者小規模地域
活動センター

ノキシタカフェ オリーブの小径

障害者地域活動推
進センター

かむり学園
生活介護

高砂はげみホーム

レスパイト

宮城野雲母倶楽部+ら i ふ
（一般相談・計画相談支援）
縁むすび
アクティブ・デイ
クリアリングハウス仙台
Tagomaru レスト

R
画像引用：みんなの行政地図○

今回ご紹介した事業所は、障害
種別や生活状況などによる利
用対象がサービス毎・事業所毎
にあります。
どのようなサービスなのか知
りたい、どのような事業所なの
か知りたい等ございましたら、
宮城野雲母倶楽部+ら i ふ
（022-254-6757）までお
問合せください。

高砂・岩切周辺地区は
おおむねこの範囲です

仙台市障害者自立支援協議会では障害のある方が住み慣れた地域で生活が送れるように、「障害
のある方への支援体制に関する課題について共有し、関係機関の連携を密にしていくこと」
「地域の
状況に合った体制を整えて、障害のある方への支援体制をつくっていくこと」を目的に各種部会等
を設け、議論を展開しています。
地域部会では障害のある方が地域で安心して生活し続けられるよう体制の整備、各区の自立支援
協議会での取り組みの成果や吸い上げられた地域課題を仙台市としてどのように反映・解決してい
くのかを検討します。
7 月 12 日に開催された第 1 回地域部会では今年度の取り組みについて検討されました。

○各区相談システムを整備し、区自立支援協議会の機能強化
様々な機関が協働してケースレビューや支援の進捗管理をおこない、相談支援の機能強化を目指します。
○高齢分野や民生委員等と連携した地域ケアシステムの整備
青葉区・宮城野区自立支援協議会での地域の支援者等との関係・ネットワークづくりを目的とした取り組み
を共有しました。
今後部会では連携や協働のための関係性の構築に係る取り組み、人が変わっても機関同士の関係性が維持さ
れるための方策について検討していきます。
○資源に関する情報集約と共有の仕組みづくり
地域部会ではインフォーマルな資源の共有・開発として「仙台で見つけたみんなのつながり事例集」の作成
を行い、泉区、若林区自立支援協議会では余暇資源を中心とした情報の集約・提供を行っています。
障害のある方が地域の中で安心して生活していくためには“地域とのつながり”
“地域における資源の活用”
が重要であると考えられることから、今年度はインフォーマルな資源として活用の可能性に富んでいる余暇活
動に関する資源を中心とした情報の集約・提供の仕組みづくりを検討していきます。

イ べ ン ト 情 報
仙台市内で開催される障害のある方が活動するイベントをご紹介します。9 月に開催されるイベントですので、
厳しい夏が終わり幾分過ごしやすくなった時期かと思います。（厳しい残暑かもしれませんが…）
この記事を見て興味をもたれた方はぜひ足を運んでみてくださいね♫

○第 18 回仙精連大運動会
日時：令和元年 9 月 6 日(金) 9 時 30 分～15 時 30 分
場所：仙台市青葉体育館
○第 19 回宇宙人の祭典 ～ユニバーサル・ライブ in ふくぷら～
日時：令和元年 9 月 18 日(水) 12 時～
場所：仙台市福祉プラザ 2 階ふれあいホール
○福祉まつり「ウェルフェア 2019」
日時：令和元年 9 月 29 日(日) 10 時～15 時
場所：勾当台公園市民広場

