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脾く増作寧・日中の細鴫づく別こついて】

fl）小規模作業所の開設

たもと共に取り、観みを進めてヤ、く必要があります。
取り組射こ当たぅでは、ニープ鞠査を布kノゝつう、ニーズを帝っていLる人

榔作業量点車擾産碑欝の準鍵

準備を進め要すむこ沿取り組み嫁、自立輔を日掛こで孝る人たぢの働く
揚め菰芙蓉日指すものです。

2鮮卑から鉛白2年にかけそ、作紫重点塑授産施設由濫獲、が℡きるょう、

（3）虫垂甲葦垂健御免象の整備

㈲啓進めます。こ鱒取り観みば、垂鹿障尊者の日中め活動め、場の遊惰とし
で取り組むものセす。
※ 以上の敬三り観みを基準に、㊤作栗重点型授産施乱②準牡的馳労型葦産
施設、⑳ 盟選甲斐重鱒塾の泳動放資−からなる、人それぞれに異挙る
陛蕃の状況に対応で挙る凝設体系め確認に取戦組みます。

如瞭年度以降、生き甲斐重税型の適所娩硬の．封削こ取り組めるよう、準

【生活の増ゴくpについて】

用も営めて、監鳥市によ為愈敏文綴ぬ要望に溢取り組ぁます。
場所としては、当面、「もみじめ家」の2階忽活用しつつ、公営住宅の紆

励 生活地役権り
的嘘年度中に、生満施簸づくりの整備計画が整う㌻よう、準踊を進めます。
この取り組み乳量産障害者吟盤掛；わたる生活重税体制の整備を目指す
、押
ul・・， ￣ダ ー守丁■
ものです。
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口
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【号の他一翠発と貫献Ⅰ
陳聾者問題や人播筒底に9いて◎啓発と、もみじ福祉会の社会的頁醒に
取り観みます。
具体的には、地域に扱ぎした活動に留意しつつ、／⑤福祉相談象⑳福祉
護摩やボランティア講座の開催．③ともだちコンサートな′どの関胤⑳陣
容音盤協の検討・研忽そ申他の取り観みを、後擾余噂力も借りつつ進均
そい蕃ます。
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五月二十五Hにつながり

でました︒

一回戦は一回の表からみ

んな良て打ってでで五対や

で﹁つちくれの慶しに勝ち

祭でゴロ霞をしました︒ ました中豊久きんがピッ

ゴロ野糠に出る人を集めチャーでがんば吟ました︒

て︑毎日作業所の玄関先で︑二回戦は嬉覆帝区の﹁み

まLた︒打ウたり︑守つた

嚢けまし発︒

しかし残念をがち一塑ハで

昼休みにみんなで練習をし働り作業所﹂とやりました︒

り︑﹁ぜひ今年竺勝を／﹂

んめいがんばりました︒ ば三位にを軋る七あつて

を食い一義にいやしきつけ 三菱の試食に勝て

試合当里ハチーふ集まり ﹁みんなでがんばるう﹂と

加も＠ゥて︑もみじ併発斯

監第二で勝ち︑葱﹂とに

ました︒当甘のとびいり参青い︑﹁く尊のみ作業野

ろこんやくれました︒

今回のゴロ野球は自分達

で練習をして︑白星粛に取

ゴ

り組むことができました︒

﹁三位／﹂中表彰状をもらっ

わたしが

活動め時㈲や凍雷に伸

上位打線は︑森本君︑豊

たりや︑所の上患臆すよう

会のル−ルでは︑打﹁つた

気もしました畢エ︒

ナイスキャッチがあげられ粉まキ畠ルール没我が
たことは︑もみじの仲間金
チームには助かりました︒員の太泰を尊びとなりまし
車イスの仲間は扱がチ1あ
た︒それよりも︑仲間同士
には五人いて︑電撃イス が盛り上がや︑いい緊張感
の仲間をはじめ︑上手に飛野中で試合がやき録ことが
んでくるポirルにぶつけて 一番良かったと思います〝
ことごとくアウトにしまし 日頃から︑ゴロ溶琢を練
た寵のチームには車イ艮 習していこうとい義あ
がっ∵ていきすご︼れからも︑
の相聞ははとんどいなかっ
目懐となる喜つ狩試食が
たので︑多牽豊富箭嘉−
ルといえ︑何か寒いようなもっと増えてほしいと患い
潰す︒
嚢

衛やは革イスめ伸断たちのとそれで打者はアウトにな

位打聴の好調な打撃と︑守ポールが革イスに当たあ毛

瞥はといい雲上

歴という超隠挙なのです︒ 守備蕗方でいサと︑本大

もみじ作業所丁畢工初の一 点につながりましたb

これは︑乗は知多人ぞ知るなヒットが多く︑う芋轟

尊まし屯それ窒藤もノ

思いがけなく勝つことがでどで︑野手の間を披け尋あ

きて︑当す◎試食では
久︑
さん︑跡野暮︑伊壮者な

まもたb

にしているのがよ︑くわ
り
まか
す︒

ていたので︑試合を楽しみ

間たちが自義に練習致し

ヱの大会に向けて︑生活

に出穏しまLた︒

五月二十五日喝墓 から十五人の仲間が革曾にご直にをりました︒
作業所の朝礼竺二位に
護学牧で﹁帯十五固つなが
なったこと督報告したち︑
り祭﹂が開催きれ︑その企
みんながはくしゆをし号よ
図殿中の﹁ゴ′ロ野球大声

り†チンコの釘ほどいるJもみ払取鉄壁個噂働

わ虚しがもみbめ憾」です淋が†1

関係者

第 一 次 簑

疲瑚

﹁将来揃意義1期盲身奪計画﹂轟1次案擬示

生酒支援上、緊急性の高い本を対劉こ、1幽8年慶中にグループホーム集
1号を閂琴しますやまた、紬関学複挿昭は、身辞表一成との魯業や常夏号
を闊簸できるよう準憶牽進めますね

もみじ確社会では︑法人などの﹂そ㌻ツゲともな
糞る
不しています︒また︑ひ射め展望として︑﹁将来構
化を﹁言のそアップLと
感
泊
訓
練
﹂
を
瀾
飴
し
︑
硬
と
ヱ
人
め
畢
昭
状
況
に
真
想
弾
一
期五か年計画﹂第一
Lて捉え︑発足と同時粧︑
いて︑昨年からは﹁緊倉
急﹂
一ウた働ぐ執の充実を
次棄
策定Lました︵蛮
進をめ
弘幸金の専門書会とLて
時・レスパイ嘉﹂にも ていくために蛛︑厚生省痙 そも耳五月︑もみじ聴牡
符豪謝蟄眉余を設置
着手しましたご﹂れらの
産事
旋健制度めあり方検射萎会紺係各団体に対し︑﹁一
しました︒
業は︑保誓などからの 星苧の琶する︑作業量 八一人が主体者となれるよ
そして︑幾年の一九九四物心両面にゎた各助成を
うな︑また︑地域の社会資
点発
塾・格蔓型・誉暴
年には︑﹁将来の生活援助けて朋調に進んでいます
源として一︑層有意義なもみ
い︒
憂とい？た多種な形
体側づくりについてのアン
の
施
墓
稽
の
検
討
も
課
乾
に
し
か
し
︑
親
の
不
安
の
解
喝
℃
福祉会に葺尊車ていく
ケート翌L敢行い︑仲間
仲簡自身の自立要準の嘉
なっていま†︒
た⁚妙に︑さちに広島市の陳
の将来について︑保護者のに応えるためには︑これ羞
ち想検馨会では︑ 害者篠祢常画聖翼を担う
方々の意見を伺いました︒の需琴空席の充実はもと
こ胤ちめ葦を受けて二 ような懲ソ観み漫進⑯るた
そ珍椿弟は︑宴者の﹁何 よ聖母像︑轟な形の塵 九九未年十月から一九九七
め琴・・﹂旺盛な検財と意見
かあうた勝取不ぎ﹁親な 椿姫設の欝・整骨蔓 年薗月の喝もみじ福祉費 振出を勝頼Lましたb
妻後の不安﹂なぎの大き書となウています︒
の将轟憩について集中的 今後は︑関係各団体から
堂不すものでしたウ
一
方
︑
働
く
揚
づ
く
り
に
づ
に
警
行
い
︑
情
勢
ヤ
制
度
の
意
見
を
集
約
し
つ
つ
︑
十
月
ニれら巧宴謡を受けて︑い㌧ていえば︑待機者を
え︑憂没づくりの
の抱
学習
−十一対にかけで再討議L
レ
てい為憂は︑隙春着め働
シさミレーションなどを立蓑しでいく計画です勺

（1〉 ダ≠−プ泰−ムの開設

もみじ聾では︑一昨年

1鱒申攣鱒開所を吟賓して、月域離薫鱒樺りに咽り組みます。
これ軋⑳在宅者・新卒者受けÅれ棒形確保、⑳適正な浄置施療麺釈平
場づくり、⑨制度にのらない先駆的な敢り組熟め揚づく均一として取り
組むち鱒ですや

よりグループホームゼく吟く場の一層の隻の必要性
札る中でとり争えず鯨帝

将来構想第1郡5カ年計画錮湘年〜加￠2年）

1診琴管掌亀閲

もみじ鳩牡会ニュース
川 第13窄

もみじ稽祉会ニュース

発行／社会福祉墓人 もノみじ福祉会
￠第一屯みじ偉業所・弟二もみじ偉業所）

19gワ年8月発行（窒）

七月二十四日︑商集のス もみじの塞町委員は三名
さんに電動車イスの誓や

ポーツ姦センターおりづ で︑広島駅・西条駅の駅員
るにて︑実蓬抽の舎
虹の舎企画のはばたこう交車イスを抱えての移動など︑

勝
含号舌癌しく姶ぎった
虔の蓼・致遠いLとい
う︑将来について管コー

ナ・・・▲■・
トップバッターとして︑
印崩グルLプの佐伯勝春に︑

将来の生活についての夢な
どを請ってもらい慶し屯
ちょつぴり質問もしてみ
ましたので︑あわせて紹介

しま丁︒
傑の夢は︑将来ボランティアさんを集めて︑
撃苦怠れて︑ボランティアさんと生椿をし

一人暮らしをすることです︒
てみたいです︒それが中学生かちの夢ですかそ

Q﹁

住むとしたら︑どの

空音に住みたい？

Q2

ボランティアさんに

てもらいたい？

は︑どん撃甚奮吉っ

﹁養えとか︑トイレの介

助とか︑碁言作っても

この夢を轟きせる

たりとかなどですし

らって食べきせてもらっ

Q3

ていけばいい？

ためにはどんなことをし

﹁たぐさんのボランティア

きん違保することと︑

嘉子で簸でき冬アパー

盛

の

流会夢一強が行われました色
︒々ととっても協力してい

の現地のボランティア︑総

い阿じ俺畿所の人とじや

けんが恥ずかしくて︑つ
んけんをしてしまう仲間

のため疫も︑ボランチ才ア喜んをつの？ていき

得することなどかな﹂

4

〔㌦．村

Q

ただきました︒〝駅員きん
ありがとう〟︒でも︑本当
は駅の構内もスムーズ笹移
動せきるといいです鱒㌔
交流会では︑十ケ所め作
業所の仲間が代表で芙市費 きて︑当日は︑県内一六ヶ
員会を結成し︑そして中心所の作業所の仲柵・親・職
三回の宴会のうち︑

となり︑準備蓉進めました員
︒・ボランティアと東広島

に行われました︒今年は
他
し﹁
た︒

二回は下見を兼ねて︑会場勢五首国名が集まり︑盛大や腐り︑ゲームを楽しみま作業所の仲間とのじゃん
とな愚見ポ−ヅ女流セン

流しよう﹂ということを目
⁝︒おくり物ダームでは︑

ターおりづるで衝いました作
︒楽所の仲間といぅばい交
広島市内の童貞は︑駅
的とし︑全体を西ダループ

練（帯37固）

﹁この広島陸佐み続けたい トを凍すことと︑親を説
です﹂

自立訓練事業」入所式 活動

で待ち合わせて︑一緒に1

たいと思います︒

署名たくさんもらったヨ

てきて︑旨が回やそうに

授 堂国東会ⅠⅣ大阪参加（−8日）

次々とおくり物が送られ

1日 もみじ作業所がんばるデイ 侠作遮署名行動）
き日 フラワーウェステイ′ヾル出店参加く〜5日）

なる紳脚．﹁あのおくり

委員会発足
立朝練Åグループ

午前中はr歌って踊ろう﹂

の干支をモチーフにした木
工製品があるので︑お宅の

福祉資5周年記念事簑

ということで︑もみじ作業ものを狙ってやるぞLと
所のオリジナルソング﹁と目を皿の喜つにしている
もだも﹂を歌ったり︑パ 仲間と色々で廃しく交

作業所で商品化してみない
か﹂という電静をいただい
ためが出会いのきっかけで

した︒
その許はrもみじ作業所
には木工部門がないLとい

う革でそのままになってし
まウていたのですが︑数ヶ
月後︑印刷グループの﹁新
商品づくりで何か良い如意
はないだろうか﹂という話
の中で二藤重きんに相談
してみょ与﹂ということに
なり︑お伺いしたところか
新しい商品づくりについ

ち管りました︒
てあれこれご相談してい忌

来所見摩
産振興センターとの懲教会

佐伯

フイーの﹁渚にまつわるエ流しているうもにあっと 書名チサイナーの

トセトラ﹂町曲に︑窒貢 い晶に閉会セレムごT
同作業斬が振り付けしたオと稔りきした︒

ト

啓

紛診静聴翁参㊨

イ

之相 ノ一帯ルタム瀞エヰ・高校文化祭出店参加

者5日 弾‡5厨つながり欝出店参加
g柑 太上露見学東研
甜日 デイキャンプ（森林鯛）

きれ川こみがげたかな？

中で︑藤里きんから﹁もみ
じ福祉会・もみじ作業所の
萌が見えない﹂というご指
構があり︑もみじ福祉会・

もみーじク作を業作所ろのうシとンいボうルこと
になったわけです︒

￠白 熱授産漏興センダー見学来所

9日 惰泊朝練（細田）
1き臼 も∧みじ稽社用換後金厳戒会醜
14日 ノーいレダム清心高校封やÅ費兵舎見学来所
18日 もみじ褐社会内鮪監査
188軍部坤屈親♯礁按大会参加
1沌 ≡亀氏見学来所
2柑 保♯着姜例会
22日 もみじ稽牡会欝20阿理事会
2a口 琴知・あゆ為作業所見学束帯
宿泊凱繰1議部向

、・・ご・∴こご苔∴ご・∴∴十−、ご ・・

職㌔癒♯毛うけ

▲
トL︼一r

固卜19日）

食倒食
べ一分リーより見学来所

▼＼ の顧 l

シンボルマトク

した︒そして︑応壁材戦で司会者の﹁また来年もや

侠作塵遠島譲塵No】）

実行委具さん真鯛です

に分け︑グループ単位で歌

』紗笥鹿♂」幽止

Rで行為ました︒

会ニュ・−ス

も﹁

キ蔓に入野︑色々轟

ト︐．−吼

0

きふに︑私みちもみじ稽

マークづくヤに向けて︑郡
．．．血

漆とやギヤサずが太さく︑㊤﹁入所操泣はどうなうて

の謹のため∵国のバザタ 患や畢♭花

萱︶

か⑳Å所蓉の凄め登

愚考音義藍鴬嘗

の現

葱慈皇宮ゑ謹書葛ヅ
菩を曾薪激評両年
親からはあかづき鱒巧遼
づくり︑蓋こし阜いう
革でした︒

葦爺

間もしく生活tていげる扶

状甘蕎・重複佗︑零
滞留化が進ん℡拳でいる中
で︑まだまだ蟹澤窒霜
きれない苫誉∵入所者の人

の小野署ん墜蔑がゆふ
み︑重き発着数した声に

1−■■T

煉撫逢′柳窪陶2）

l8日

14

17

18

きがとうござl︑蓼した

鎖積議連鰯

架胃くヤ拍‡射

ユ18Y拡A■鎖積社零膏学校

私たちほ∵毒シシ準ル

い温か骨﹂讐馨め森

了ふ奄︑も晶じ集め

生㌔身謹空音狩母た人

ちしい盤警備陣している

椚田中

芽の内雷︑牛廿静は

望葦に尚骨で諺を
農盤せ盈冒して驚

豊管冒晶撃義挙掌

を持ウた人﹂阜いうのが前

ち金串こと篭悪Lました︒

アツプ贋あるなど︑打

けちれてい蜃苫恐モ

習魯て憲ゑ量貰

報で︑仕事の技若頑をし

ました︒
愚に穿嘩怒っ虎広烏

郎憂 嶋村坤

ま孝に︑ゲームに突入′ オ裔に︑金管おれんぽ

椒r

じ慰んけふダームモほ︑他
⁝⁝⁚ハトル⁚⁚
会単組菅産纂警め取
．人
温ふに葦且患い智慧
すやに︑賓の朱塗だ
尋ために︑制度壁彗雲え
加持しぞい患多くの堪
のオフィスを訪問きせてい
節気持ち野うかがえまし
私たちはご蒜慶﹂も牢 望製品や蕾などヒ緬 た著し雪そ蛋に⁚
た︒
l葺きんは︑私たちの詰に
哲睦言ご重森彗
盛暑・もみ壷帝吟
熱心に耳轟けてください
歌登kよせる患い吏イ 塑そ吟取り誉㊥知名度め
毅税に︑婁の着
善き
し宅そして︑それに柑
向上にタ鱒に頗用してい
メ1ゼ化し準官長ルマー
きふ︑畜に墓温習
たいと思ウていま篭 し官の苦慮毒見﹂
クを作停重した︒
した．
萱首を憺骨雷盲人 賞糊甘鞋参れ︑私たもは心
まな︑当河皐俵ウてい 窄豊富めが覆れ︒−︶れ
響い手芸岩室習蚤︼
申デザイナーに警られ墨
は︑罵川で議重デずイ
ただいたポヲンティアめ
とく
ができました︒
甘学ん︑書に為り聯と ン筆墨感挙れていネ藤重 充℡︑地元希中心に数多
の老金兼野ロゴサータ密そして︑それが苗この
うごぎいまし奄
革ん㊥霊て完成した
事けで誉丸亀方です︒ ような曹なウたたりマナ︒
も申でサ︒
．︵†換彗
警ん︑あ吟がと与ござ
登きんとほ︑すが皇一
いました︒
牢は富︑﹁手元払十二支

感野音量姦晋﹂
と青い戦がら︑時としでナJ

軽骨轟い嘉島し尤
だ彗墨讐還﹁鯛姦

それとLて蜜柑血め︑見落

る鴇護のサギンや善ぎし程

でいくために晋瀧ぎれで
いますが︑私たち吟■も盛

七きをいだ捷セキL雷温

い申か−雲菅孟野温

義雄墜冨軍装蔓﹁ 十 岡塗薪﹂では︑鯛姦
う方向にいウでやないか︑
蒋うてい東富山葺きせで一赴質量藍夏着忠敬 暮雪漁ている
里程いか︑彗誓言ご苦 を着えきという嘗︑ナー た均技術獲彿︑鋸姦
わ南方を身にゃけていかな
に警Lたや
吟たいでず︒
苦れ曾次うの寧ン下 初めに﹁重度﹂の養に け県ぽならない難しきがあ
あとVI琴こと考感じましたP
三し
冠ご星でほ障箸別で
が学ぺなかうた咽でくや
い′ 切に⁚誓書し癒 翼警か分けていまずが︑
許−ロぷ謹讐虔宵箋
す︒
凸永井 竪︶

玉県
いということが嘗わ彼ま
しにあ冬﹁あかつき鯨r

まずヱiズに根ざLて応え

革も？忘姿語あ時

髄にな？てい患いことが凋
憂に﹂旧事で地蛾穣牡
髄ガによつで分げてい露営ー
濾写れまLた︒
が彗ない粗由が挙げ偽れ
訂−ロブパIこおいで邸東歴
あかや島の尊は︑
条件洩漆梼講座揮 固
と日本に乾け魯雇や捷意 草し璧⊥貸釜領怠諾
誓いにかなりギャップザ 入れものが書いうこち ﹁奮立暑の入所漁獲の 相聞禿ち望壷嘗壷雷
するヱよが大切とカ乱挙九
蚤した︒
憲一・Pずパ証印作業所そ

鶉高
警課撃と屈して︑埼
率昂こ皐牽感じましたさ 二う目接触世の完成渡が

冬三を︑そLて撃てい

のものの使虻ヴけは︑一癌冤こ雪面につ∵いで嗜 のか蛙堅哀の笹島首
既労lこ向けで取調農相梯と

鱒あかつき昭散皇畏と︑ なウ雪盲が卿魚粛で上長曹
くこ捏が太讐ということ
幽馨溺還つ塵︑淡々嘉
でした︒
︹油田
光︶
すとこるが速く似ていると
フランネでほ︑最聾金

いう感壷いょう管す︒
次にアジア蔑の普で
繕．や勝り劃貰ちみ養は

対する温執と違い︑皇と

お白 巻繊憩群舞キクアキー）

第1園卜Z5詠）

rほI批ノこう雑念J

御調磯（鱒鱒回）
31昏 条活唐笠耕稗Cグル丁ダ
繍l屈巨り】窒日．き

鋤哲 ′も晶じ作凄軒♯§個重森り

イ工イ・イエイ トJ一
色ん饗葬療病中人とステージで貯どう茫ヨ

をさ殻け乳ばなちをや仕事
や毒青につV︑て︑欄牡
翠藍呈苦慮笥鷲ぎ星否を前に︑書籍の申掟い
ましたご長径悪夢空 っも矛盾嘉じていた申は
荘厳なのだ乾馨
曹晶軒妄竃

菅野曹︑強尊貰に

濫暴や隼丁董忘
の一級慧ら二撃
ビデオ轟芸歳竪豊富
した膿もみじ作紫新野仲間
の奴を患い悌かぺつゃ菅
曙皇量産∵璽㌃曾励
に噂が菅患者者で︑束

き空音温賢愚首肯
ち汎で哲匂たように菅
要した︒

畠日 も：串じ犠牲会∋駿‡画農事会

（−11日）

2摘 もみじ坪集新東野均癖垂漏金

1循 環医逮樵壷津生‡8美智
絡8掘削拍瑚隋∵郎甑−ア
第2阿卜網）

一†

こ．ゝ一

妄

印

考毒建柱センターrミュー釆1
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＝まクラブ紙戴

醐鍼嘲謡讃

柴野来所ト1ア即
1貞咽 柳懇談会（アンボー出

訪．a 津革労紘細ボラン多イ丁来所

翻鴬嬢（葬相即
塑L8 生活自立講＃
Aダ射−プ 繍2風

比日筆陣みむ←ほ親

凛 鯵：山口 平八先生
日 時：11桝8旧㈱
増 商：もみじ傾斬
もーニくね吐く畔
竺彗聖堅豊墓 飽￣去声＝

山形県畷革貞史轡

鱒轡 絶無鱒盤繊維脇歯科ひをし蜜よ卵

2よ■事について8t亡

Y艦九鹿血画報

榊甲脚闊l創随一a
仔EL肝鴨瑚11）
紺：乙：鵬円

月

1紺 劉聯余は螢や）

間

7 月

日

恩梁来所

1岬 裾確執緋（幕坤
‡1日 広離韻事蓄御

・劾潮時和昭鱒ついて
・鵬篭持つ■締他
生涛ゴく

丞頁 農丸氏見学坤

1目 腺蝮顆ん程き÷んきぃ節季鱒斜
l日 広ヰるう学校生徒集晋ト8削
58 融養護車扱鹿襲来折

ま こう攣槻持J

呈0ぼ 患清酒攣（プー湘

き共作譲広島踊8重爆
連統諷座モ￠3

修奉︑豊の轟

して

勤労れの鮭喜んl；

召臼・広亀職掌扱見学票帝

海綿叛しかったr

実習卜劫耶
由自 生繊びろしま見学来所
甲田 盤線自立測線ちグループ
別口 巣闇伸潤￠卓

モ亀．1こ￣■て−−iこ 二丁一＿一∵−「＿←ニー

猟攣苓争関金

オ9畑山

謁逓高等

．

もみじ樺址
モJ3）築13窄

闊荷或

が寂しがるのではないかとよ﹂﹁三日脚だから荷物が
心配している人︑とにかく重い︑重い﹂と三日間の計
いろんなことをやってみた画・内容をみんなで確認し

︵小規模︶作業所第一号

＊広島市における無認可

一層広範な人々のカが必菓

いは後押ししていただけ為

今年度私たちは︑もみじ
福祉会設立満五年︑弟丁

＊﹁広島で初めて﹂とい

日︑という一つの区切りと 具体的には︑①埜ハ固﹁と われる成果を積み上げ
伸︑
餅毒所障害葦と朋
係の
者の﹁夢﹂を﹁形﹂にし
一九九三隼には食鱒

です虻

鮪二もみじ作業所贋五年

法人認可施設として再 ていくため︑ぜひ皆様望︼

19
i】

幻

○

；
鵬

1敵

血

：
阿

価側

15三畑

★い鶉

夕貴

固体崩してもらい、目立生活に必要な基本生活の知瀧・技術や準
正・自活の意級を姜うことにより、保護者なき後の自立の条件整備

護者の元を罷れ、3、人トグループで、⊇泊3日∧の宿泊生活を年間5

を図ることを巨的としたものです。

ての人が

団体なら︑どなた

ていただける個人・

働と生活づく昭︑すべ⇔規約とその目的に賛同し

人間らし

でも加入していた

私たもは︑法人化までの

五固の﹁ともだちコンサー

だけます︒

域生活の義朝の構農な

に青春

く︑豊か

ていただいたたくさんの人

りをめぎ

社会づく

える地域

⇔もみじ福祉会の

牽かしてご支緩く

特技・資格などを

ぜひ皆様の趣味・

費を企画します︒

ために︑様々な事

支援や会員親睦の

たもと出会うことがで呑ま

す

こういう

﹁もみじ福

ださい︒

﹁会報﹂やもみじ

◆会員には年数回︑

循社会季刊紙﹁が

千円︑同体五千円です︒

淡連絡いただければ︑規約

や畳替など︑資猟を送ら

め揚を︑もみじ福祉会の法

今後の福窒の発展の

みじ福祉会設蜜五規準を素

コンサート﹂の開催で︑も

りますp

十二日︑1も

んばろうや﹂を迭

かめ合う磯著を持ちたいと的な企画となるも昭です︒

みじ有社会観援金一が結 単年会費は︑一口■個人t一

成されま⊥た︵旧﹁育てる

プンです︶︒

会︼のリニューアルオー

もみじ蔓甫では︑只

年計ぎ第十次発の計讃

よろしくお前いします︒

ぜひ︑あなたも入会を／

今腐来樵想鱒一期五分 せて頂きます︒
経磯の中で︑生活していくい方をもっと勉革した

の真っ最中︒
同士で如意を出し合ったり 伸僻もいまLた︒

ために︑共に歩み︑ある
取り組みに対Lてご姦・

人化をはじめとする様々な
ん︶づくりでは︑仲間国

士の連携プレ﹂も見られ ご協力いただいた多くの人 私たちは︑記念諾会の

ました￠藤本くんの声か たちと共有できるも妙にし阻催︑小記念誌の発刊と合
の袋を開けて挿ウていき

養あ電のにしようち〝も

けで︑中村くんはうどん ていきたいと息サていますわ
騨せて︑帯六回﹁ともだち

れ︑その間に笹白くんは

︵3月〜も月︶

久
笠
信 り雄
もみじ福祉会後援会
YMCAウイワイパザー
藤本くんがそれを鍋に入

みじ福祉会設立豆腐年記念

もみじ福祉会保護者会

三8日︑お傘の

をしました︒﹁五十円蓋が洗い物と内切りをしまし

せ︑張り切っているところ

薫推進零墨零〟を尊兄さ
です︒

二枚で︑百円玉になるんだた︒できあがった肉うど

勉強と買い物学習

ご寄付ありが七う
どプレま

できればいいなと思います︒二百日の牽食甫すど

し合える壕にLていき禿い

ための知執を得たり︑仲間い﹂と次への日榛重吉う と考えてぃます︒また︑こ

五固を通して︑いろいろな反省会では︑﹁お金の偉 夢″としで嶺且ロい︑共感

くることを目指す矢野きん千
︒円札を渡す藤本くん︒ としてでなく︑〝私たちの

みんなが気に入る料理をつ千円でお磨いし書す﹂と えなければならない山や撃

これかちの殊窺や月標を絶

そして︑この取り組みを︑

恩つています︒

これからの諌葛と目標を確ついて語り合える場の中心 うと︑五月

での歩みと成果をまとめ︑ちと一席にこれからの夢に 援していこ

を迎えるに当たり︑これま告するとともに︑その人た を願い︑義

かもしれませんが︑この年の五年間の歩みと成果を報 らなる発展

歩み︑後々たる成東だったんの人たちに︑私たちのこ 祉会﹂のさ

こ鱒五年脚︑遅々としたを季冬ていただいた克くき

取り組みヤ法人の取り組み

れまで出会った︑法人化の

ンサート﹂ほ︑詔たちがこ

した︒♯六回﹁ともだちコ

の法人化の取り組ふを事え

どを志してきました︒ ト﹂の申で︑もみじ福祉会

活動め場の二頑の葉へ地

向上︑重度障落着の働く
・画しています︒
み場
を企

なる年を迎えまLたごぶ

リ鞍ダ帝買い物に行きたい挿？てきたか確認し︑かば

五年岡︑私たちは一貫してを中心にしながら︑②記念

出発

！

・I▲▼わ†

もだちコンサート﹂の開催

と長篠的隠者いを馳せてい んから荷物を出Lて整理を

活人化はゴールではない︼講婆蒜開催︑欝記念誌

＊重度障巷者の豊かな労

套皇ハ月十日㈹旺い﹁
賛る気満々の人︑ポーて︑それぞれお金をいくら
とや
辞弱者生活豊訓塗轟L
の開所式が︐広萬轟新で

・ll一？セント

参加ご協力をお願いします︒

を合音棄に︑日常の束践のの発刊−の三つの取り組

希われ芭たつ
各人など∵やれぞれがこの しましたq
﹁スパゲティーをつく
つ段が高いねL﹁かわい
贋濁媒は︑白骨瀞腰孝
至
と値

輌折鶴銅

養九名虹保護者︑も
たんよ頑おいしくできた
い上
か﹂
ばん︑あるかな﹂︒一
盗署瞥蚤董の事業
と二日目の作業所で職員に月目のアルパ一夕での買い
み悠め誓儀昇∵愚挙 業遜惑いかな質
券
＆出意れ︑初
報告する跡野くん︒一レ
で
物ジ
では
︑仲間向±であれに
火の腐乱針ん︑革質怠
緊張しながらお金を渡す中しようか︑これにしようか︑
＼1
鳥市電
田くん︒跡野くんが乾いた
品物を見で選ぶ姿がとても
プ夢人音著書てい
溌
張
物︵タオル︶をとりこ
生き生きしていました︒
け感歎町観み灯なれぼとみ息
︑それをきれいにたたん 最終日kはなれない手つ

；

モうじ

−ど入会痴好かレ慶す」
よ﹂と職員が言うと︑﹁へん単二人とも満足そっな
えー﹂と驚く笹口くん︒恥顔で食べましたー

弔．0。0．0．

まゼ︑塵登さ好

◆●精神拙者生酒卓立酎l膿事華とは？▼●

㌧︑Lへナ

97年歴から広島市より委託された草葉で、精神淳羽着に対し、保

から︑﹁彦董卓通・小者︑
で押入に入れる槍井くん9
きで計算機を使いながち︑
地域社会で曾星身空参以下︑第一国旨のそれ
新ぞ
しいことに挑戦した償
りっ
︑たお金を小速い帳に書
加め促進にづながるれ
きの
っダ
かループの取り組みの
伸
満
と
の
関
わ
り
督
楽
し
み
な
き
込
み
二けづこう優った
けになればと思？ている︒
様子を報告しますe
がら過ごした三日間やね
し﹂
たと
︒金箱をみて驚く山手
また︑二泊三日を五固取り
き凡︒﹁コロッケを衷
組む初雪嘗気牽りけて
でもつくつてみたいの
で︑作け方の害いた紙
7紺 有意常恕敷思
を持って帰りま才と
レシピを大事そうにか
ばんた入れる北岡き扇ん
が︒
店員になり︑もみじ
﹁みんなに味見をし
のて
慶の申にあるもめに徳
もらったけど︑味付庵をつけ︑きあ︑貢い物
けって難しいね﹂と開調
始︒小銭を使うのが苦
味料の豊にも気を配手り
な︑
ので︑﹁とりあえず
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︑市電と船に乗って
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