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ワークショップ体験の組み立て～ファシリテーターの道具箱

▽呼ばれたい名前をつける---ランクや従来の関係性から自由になり、全員がフラットな関係で出会うために。

▽ アイスブレイク---「氷を溶かす」 ただ情報としての自己紹介ではなく、人となりを紹介して親近感がわいたり、簡単な

ゲームを通して楽しむことで、仲良くなるのを促進する。

▽ チェックイン---はじまりに全員の声を聴く。自己紹介にとどまらず、ひとことでも、この場への期待や一人ひとりのユニーク

な人となりがわかるような内容で回すと、その後の話し合いが豊かになる。

▽ ワークの組み立て---場の目的、参加者人数、参加者の傾向、会場レイアウト(立ってプレイする場があるか、テーブル

ワークか、等)そして、参加者の距離感などを想定しつつmenu を「段階的に」組み立てる。ただ、

当日その場の様子(参加者からの言葉＆言葉以外のフィードバック)によって、変更していく。

▽参加者のフィードバック・共有---ワークの途中、または最後に、これまでのプロセスを共有する。「みんなから」発見、

意見、感想などを語り合う。場が深まり、想いや感情、違和感なども話せると豊か。

また、体験・感覚的な時間のあとに、言語化することも大切。

▽ タイムマネジメントｰｰｰ気持ちよく集中してもらうため、進行役のほうで時間管理をする。参加者の様子を見ながら

「あと何分です」と促す。「あと 1分ですが、延長希望はありますか?」など、参加者と対話しながら

進めると参加者が主体であることが伝わりやすい。また、場に明らかにランクがあり、一人の方が

仕切ってしまうときなどは、尊重しつつ勇気をもって「長く話している」事実を伝えて切る。

▽ プッシュとプル---参加者が新しい体験・関係性へ飛び込めるよう背を押す(またはタイムアップをかける)こともあるが、

全体のなかで一人でもやりにくい方がいればスローにしたり、課題が見つかって留まることもある。全体の

流れと、個人、両方を大切にしたい。

▽ チェックアウト---今日この場の体験を共有してクロージングする。ファシリテーターからすると、ワークショップへの貴重な

フィードバックであり、一人ひとりのチェックインからの変化を感じることができる。

地域というコミュニティで～「ディープ・デモクラシー」をヒントに
・ それぞれの立場(ロール)をみつけよう、それぞれの声を聴こう
・ ホット、コールド、場の変化をキャッチし、言葉にしよう
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自主性を育む地域活動
の つくり方ワークショップ

ワークショップ まずは体験してみよう!!
「私は」こんな体験だった。あの瞬間が好き、
この場面はどきり、、、など感想をどうぞ♬

「チームは」こんな感じだった。こんな風に変化した。お気づきなコトをメモしてください🎵🎵

ワークショップとは? 参加者が主役の体験する場、集い語り合いつながる時間

ファシリテーターとは? 進行役、場を促進する、話し合いや創造を楽しく容易に運ぶべく参加者の
変化を見つめ、進め方を「今、ここ」に合わせる。場・参加者・プロセスを信
頼している。参加者を尊重し、おこることに肯定的である。自分も楽しむ。

グランドルール(提案) 「がんばらない」「ふつうにやる」「相手にいい時間を渡す」
「自分の創造力(想像力)に責任を持たない」

今日はご参加くださってありがとうございます。
わたしはワークショップが大好きです。
みなさんと「場づくり」の面白さを
分かち合えたら嬉しいです。
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大学×地域 コーディネーター
ファシリテーションで輪をつくり、センターを学生のベースキャンプに

一橋大学 まちづくり
NPO くにたち富士見台人間環境キーステーション
http://www.human-environment.com/

立教大学 東日本大震災復興支援

法政大学 多摩地域交流センター
http://hucc.hosei.ac.jp/
● 別紙―――八王子市寺田、館ケ丘、相模原市城山、藤野、町田市相原、東北、各地で継続的・日常的に

活動する学生たち
● 地域と学生のWIN-WIN とは?
● 学生の(地域の)主体的な活動を育む土壌とは?

本野 直子

おきなお子の旧姓で「街劇団 えんがわカンパニー」を主宰。
http://engawacompany.wixsite.com/engawa

街のなかで上演する“まちなか演劇”をはじめとし、コミュニティの歴史や

神話をインタビューやフィールドワークから紡ぐ作品を創作している。

また、ファシリテーターとして、地域・教員・社会人・教育現場などで

ワークショップを開き、「場づくり」、活動のきっかけづくり等をうけおっている。

得意なワークショップは、だれでもできるインプロ演劇。

▽何か、お仕事、ご相談ありましたら ➤ naokoko.engawa＠gmail.com

または、facebook ➤oki naoko









医療法人社団 小松会

聖パウロ病院
さらに大切に、さらに快適に・・・・

都心、最寄りの駅から至便な住宅地にありながら、多摩丘陵の自然をなお色濃く残す小高い丘の上に聖

パウロ病院はあります。

その展望、緑の森に囲まれた環境、最新の広々とした設備「家族以上のケア」をモットーに専門の教育を

受けたスタッフが、豊かな療養生活をお約束します。

＜病院概要＞

診療科目

内科・精神科

病床数

３２０床（全６病棟 個室～４人室）

認知症治療病棟入院料１（５病棟）

療養病棟入院基本料１（１病棟）

＜リハビリテーション室＞

スタッフ数 ＜当院正面玄関＞

作業療法士 ６名 精神保健福祉士７人

生活機能回復訓練

日々楽しみながら、認知機能の改善と社会性を取り戻すための訓練を行います。特に集団によるプログ

ラムでは、毎回異なるゲームを提供することにより 脳の活性化をはかります。

その他、絵画、裁縫、工作などの創作活動や映画・音楽鑑賞、ゲームなどの様々なレクリエーションを

とおして、療養生活の充実をはかり、社会・在宅復帰を目指します。

＜ゲーム中の様子＞ ＜手芸作品＞
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当院は八王子市戸吹町にある医療療養型病院です。

多摩丘陵の清らかな空気と緑豊かな自然環境に囲まれており、ゆったりとした療養生活を送って頂けます。

＜診療科目＞ 医療療養病床（326床）

内科一般、循環器内科、消化器内科、人工透析内科、呼吸器内科（外来診療も実施しています。）

＜受け入れ対象患者様＞

•入院透析が必要な患者様。

•特定疾患治療研究事業実施要綱に定める患者様。

例：脊髄小脳変性症、多発性硬化症、筋委縮性側索硬化症、パーキンソン病関連疾患 等

･頸椎損傷、筋ジストロフィー、慢性閉塞性肺疾患等の重度障害の患者様。

•悪性腫瘍での疼痛コントロールが必要な患者様。（抗がん剤等の治療は行えません）

•重度の意識障害や人工呼吸器を使用している患者様。また、酸素療法を実施している患者様。

その他、レスパイト（短期入院）や在宅復帰をご希望の患者様のご相談も適宜お受けしております。

＜リハビリテーション科のご紹介＞

スタッフ構成

理学療法士： 名

作業療法士：常勤 名、非常勤１名

言語聴覚療法士： 名 計 名（ 現在）

当院では快適で充実した療養生活を送れるよう、積極的なリハビリを実施しています。

基本動作訓練や上肢機能訓練、歩行訓練等の機能訓練をはじめ、下記のような活動も行っています。

活動内容

【季節の催し】※今後の予定も含む

4月：さくらの会（お花見）

７月：星の会（七夕を楽しむ会）

11月：文化祭

12月：クリスマス会

【リハビリ農園】

園芸療法として、患者様と季節の野菜や花を

育てています。今年度は面会のご家族様や職

員を対象に、種から育てたミニトマトの苗や

収穫したじゃがいもの無料配布を初めて試

み、ご好評を頂いております。

【アクティビティ（定期開催）】

毎週 火・水・木・土曜日に、各病棟の

ラウンジにお伺いして実施しています。

紙芝居

体操

ぬり絵、ちぎり絵

ＤＶＤ鑑賞 等

【在宅復帰支援】

当院は療養病院ではありますが、近年では在宅

復帰のためのリハビリ目的でのご入院が増えて

います。そのため、様々な在宅復帰支援を強化

しています。

主な支援内容：

家屋調査、調理訓練、自助具作成
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高齢者向け賃貸住宅

『センティ富士森』

『センティ富士森』は、平成６年に開設したシニア世代の方々のための賃貸住宅です。

八王子市の外郭団体である「一般財団法人 八王子市まちづくり公社」が、「安全で快適・

活き活き」をコンセプトに安心して生活していただけるよう創意工夫して運営しております。

鉄筋コンクリート造りの３階建てに採光を配慮して居室を配置し、広いエントランスに談

話ルームや多目的ホールを完備、昨年からはご家族やご友人の方々が利用できるゲストルー

ムを開設いたしました。

居室内には緊急時に管理事務所と繋がる呼出ボタンやインターホン、異常を感知した場合

には自動通報する水センサーなど、一般の賃貸住宅にはない特殊な設備と２４時間体制でス

タッフまたは警備保障会社が対応いたします。

また、入居者が毎日を楽しく元気に過ごしていただくように看護師による健康相談や理学

療法士の介護予防教室、サークル活動や各種イベントを開催しております。

◆施設情報◆

所 在 地 東京都八王子市山田町１６０６－１２

総 戸 数 ４７戸

タ イ プ ワンルーム（33.25㎡～37.96㎡）、１LDK（43.46㎡）
居室設備 キッチン（IH）、給湯設備、インターホン、緊急通報ボタン他
そ の 他 ゲストルーム、多目的ホール、防犯カメラ、ドリンクサーバー

管 理 人 「ＮＰＯ法人長寿社会を考える会」

◆お問い合わせ◆

センティ富士森 管理事務室 ☎０４２－６６７－１１６６

一般財団法人八王子市まちづくり公社

〒192-0083東京都八王子市旭町１３－１７ ☎０４２－６４４－７６１１
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～想いをカタチにする、 DAYS BLG ! から～

（抄録）

DAYS BLG !（以下、BLG !）では、以下のような考えを持っていることを紹介したい。

① 働く・・・労働として捉え、対価としての謝礼や報酬を得る。

② はたらく・・・日常の家事や地域交流など。

③ ハタラク・・・ボランティア活動やオタガイサマの行動など。

これらの言葉は何かの場面で使い分けている訳ではないが、様々なバリエーションがあることで、

本人（以下、メンバー）の想いをカタチにすることにつながる。つまり、ミクロで考えるのではな

く、もっとマクロな視点に立って考えることが大切なのである。

そして、BLG！の原点とは、BLG !メンバーに聴く、BLG !メンバーと一緒に考える、そして想いの

実現のために一緒に活動していく、こんなところを原点としている。だからこそデイサービスに来

ることが目標ではなく、BLG !に来て「躓いている部分」があれば、その部分のみのサポートを受け

ながら想いの実現を果たす、これが目標となる。つまりは BLG !は手段であり道具なのだ。当たり前

のことを当たり前に、認知症をジブンゴトとして捉える次世代型のデイサービスであり、当たり前

のデイサービスなのだ。「働きたい」「役に立ちたい」「介護されるだけの存在から再び社会の一員と

して⇒利用者から生活者へ」等という想いをカタチにしている。以上を踏まえた上で次の具体的な

活動に取り組んでいる。

① 働く・・・HONDA ディーラー洗車活動、野菜の下処理、商品企画再開発、チラシポスティング、

商品袋詰め、その他

② はたらく・・・学童保育クラブでの認知症をテーマとした紙芝居『やさしさはおくすり』の読

み聞かせ、みちピカ町田1、駄菓子屋の経営と店主、その他

③ ハタラク・・・荷物持ち、台所片付け、室内及び敷地内清掃、場を盛り上げる等々、誰かの役

に立つ、行動が自身の存在を再確認できる要素になっているもの、その他

よく目にする「認知症になっても安心して暮らせるまち」とは？そもそも安心とは？まちづくり

とは？誰のための介護保険サービスなのか？を考えながら、そして誰が住んでいるまちなのか、メ

ンバーさんの想いと活動を通じて、大切なメッセージを多くの人へ投げ掛けたい。

前田 隆行（まえだ たかゆき）

NPO町田市つながりの開 理事長

特定非営利活動法人若年認知症サポートセンター理事

特定非営利活動法人認知症フレンドシップクラブ・アドバイザリーボード

主な著書『隔月刊誌達人ケアマネ』2013年 4月 30日号 第 7巻第 4号（日総研出版）、『おはよう 21』

2014年 11月号～2015年 11月号（中央法規出版）、『地域リハビリテーション』2015年 9月 15日号 第

10巻第 9号（株式会社三輪書店）、『デイの経営と運営』2015年 11月 15日号 Vol.27（株式会社 QOL

サービス）、『認知症ケア最前線』2015年 12月 5日号 Vol.54（株式会社 QOLサービス）。その他、

NHKを始めテレビやラジオ出演、新聞、雑誌、専門誌などに多数掲載。

1町田市：道路をより良くする運動“みちピカ町田”．

http://www.city.machida.tokyo.jp/smph/kurashi/sumai/road/kyoudou/michi_pika_machida.html

（2016 年 7 月 20 日アクセス）
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