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みなきん聖﹂協力とご安擾をよろしくお願いしますも

ことを通して人間としての豊かきを学び舎っことです︒

人とのすぼらしい出食いです︒もみじ作業所にかかわる

もみじ作業所の﹁宝﹂は︑なんと亭っても﹁人﹂ですや

えます︒

す﹂取り組みとして︑﹁記念事業﹂を成功させたいと考

たちと共に人間として生きる希望や元気を﹁よゐがえら

との多い今日この頃ですが︑もみじ作業所にかかわる人

世の中は︑不景気で︑倍額を轟切られるよう佼暗いこ

ます︒

ト﹂戒メインにした﹁五横車事業﹂への主体的取り組み
と多くの人との出会いを遷して克服できると確惜してい

夢や希讐どう育て︑広げてきたかにつきると思います︒
そして︑不充分だったことや謙毘は︑﹁ともだちコンサー

張り切？ています︒芙践の真価は︑この五年間に仲間の

を中心とした︑様々な五暦年記念行事の取り組みが既に
管言います︒もみじの仲間や保護者・職員は︑法人
化後の五年聞で︑何をどう学び︑育ち合ってきたのかま
た︑何をめぎそうとしているのかを︑﹁発倍﹂したいと

四月二十六月の厚生年金金将竺ともだちコンサーt﹂

始めとする地膚な取り組み
動でしたbそれだけに厳しい邁のりでしたが︑多くの
トの大成功と﹁法人化﹂
今年は︑も
が︑将来構想検討書会計
か民
ちの
法事
人克
化と︑もみじ作業所の地道な実績が︑行政かち
法人化玉樹年を迎えますやの一貫です︒無認可のもみじ作業所開放当初市
中心とした構想の中に位置
までの十四年聞の歳月の呵様々な壁や課為にも
ぷ成
つ島
か渡
りで初めての草の根運動によってできた福祉施
この五周年を﹁もみじ﹂の
付けながち夷放きれ︑﹁窄
設き
︵作
煮保
祈ご
た
護として高く評価されました︒そして︑約
新たな節目となる意義あるましたらそして︑作業所づくけの中心になって
認可作業所建設﹂﹁共同ホー
六千万円の自己資金を元手に︑当時七億とも青われた市
者たちやさえも．見通しのない不安感から何度か厳しい
ムL﹁作寒雲点型作業所﹂
︒ ﹁凄択﹂を迫られる場面があったのです︒万有感地をの込無め償た貸与があり︑市街地め青島にもみじ作業所が
などが将来構想としで具体
蔑の
生大
しき
たき
鱒です︒一九九三年四月のことです︒
保の
護者の土とぼに︑﹁もみじ件農滞﹂への期待
︑ その実現打ためには︑こ
的コ
なン
形サ
とー
して捷示挙れる段階となりました︒
横合に改めてもみじ作業所と責任の重さに胸を熱くきせられたものですⅧそして︑そのエ風ルギーの象徴が﹁ともだち
⊥か
︑法
ト共
﹂感
でと
し支
た︒法人化実現まで︑五回隋催されたと
もLだ
ち人化をめぎした﹁無認可時代﹂のエネルギー
の﹁過去・現在・未来﹂を もみじ作簑所の取り組みは︑多くの人たちに
コ護
ン者
サの
ー︑
トは︑障害を蒋ちながら働く仲間のが
憩︑
い失
を速
帝し
やているのではないかと︑もみじ作業所に自ら
持を得てきました︒それは障亨を持つ伸阻や保
みなさんと共に確かめ争っ
の﹁夢﹂を重ねてこようとした人たちからの期待の声も
歌し
にく
し生
てき
表現する内容と共に︑幅の広い︑市民
を
巻
き
込
ことが大切だと考えま夢
すや
︒願いの爽現をめぎすだけではなく︑人物ら
耳い
に評
し価
まを
す︒もみじ作業所の魅力やエネルギーの凍とも
ん出
だす
取た
けめ
組みとして広島の文化活動としでも高
るための根源的なものや﹁新たな価億﹂を創勺
言えた﹁新たな価値の創造﹂﹁外界に向けた新たな発僧﹂
の入間として共通した廉いと重なった運動だ得
って
たき
かま
らし
だた︒
を組
すみ
るは
は︑
つ広
らつとした活動やエネルギーが形として見え
と患います︒だかちこそ︑もみじ作業所づくりま
にた
多︑
くも
のみじ作業所のノ法人化実現への取り
にくいからだと思います︒
島た
だち
けに
で﹁
はも
なく全国の作業所づくりに希撃を与
え
る
と
同
人たちからの安塚が得られ︑また︑かかわる人
︺∴†
時て
にき
︑た
今の
後の展開に大きな期待が寄せちれまし運
た営
申を
そ安
し定させ︑軌道に乗せるための基瑳固めのため
みじの仲間から逝に元気をもらう﹂と言わしめ
脅〇
の
五
年
間
暫した︒長い連動で︑ほっとした気持ちがあっ
て︑﹁わしらは︑すごいことをやってきたんじ
ヤ
の
う
﹂
だと思います︒
たう
のに
も息
事い
実です︒保護者の法人化以後の願いを十分に受
という日償と誇りに︑仲間の顔が輝いていたよ
一九九二年二月二十日︑
け止め︑束ね切れなかサたこともあったと反省していま
﹁わしら塗蛋
ますや
第五固ともだちコンサート
す︒
庶鳥厚生年金合筆が︑
やって泰渡
もみじ作業所の創立の理念・原点に遮り︑もみじの仲
ト元年
総数二千名に及ぶ参加者を
将来模
間の進席を生涯にわたって豊かなものとして保障してい
集め︑大成功のうちに終も
えみじ作業所創調のテーマは︑﹁どんな車い障睾を滞っ
くな
ことを確かめ合うこ阜で︑改めて新たなスタート台に
常設五周年を迎え︑み
うう
〜て
おも
え
働い〜
で打ち上げ会が持たれた人
時でも働ける媛を∵つくろう﹂﹁曝首の種別を適
嘘芝のご支撃協力を得て 立てたと裏感Lてい宰篭
ける堵をづくろう﹂﹁障害者が主人公として働ける民主
のことやした僧
運営蘭もどうにか軌道に乗
﹁私の選択は間違って的
なな働く墳をつく予つLでした︒それは︑﹁降車種類・
﹁もみじ靂が
りました脅
程度別︑笥志家による福祉行政主謹製の稽社旗没Lなど
かった⁝﹂
ダ蜜がえる
そして︑痛泊訓練藁を
のー
既成の施設づくりの常識や価値観を大きく変革させる
一人ひとりが︑コンサ
としての豊か孝を学び合おうJヨイショJ（浜踏理事長中央）

理事長 浜︑崎
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お楽しみのお弁当︑ケー

にカラオケ︑ゲームと盛り 無認可のもみじ作業所時
レゼント交換︒心ワクワタを中心に︑楽しい行事や話

生酒が落ち着いた頃︑以前︑

のではなく︑自分たちが作っ
ていく会なのだというすす
め方で︑これまで退室ニ周
取り組んできました︒

に賛同した仲間数名で﹁自

という思いが出され︑それ

五人撃っち三人は準備など

今回は︑役員も改選され︑
も初体験ながら︑これまで

に向けての段取りや溝拳管
理委員会を作って︑役員の

潜会準備会﹂を頼戌︒発足

自体のイメージは強く持っ

選挙の段取りをしました︒

の穣み重ねでクリスマス会
ており︑段取りも早くから

そして︑九≡年に第一期
自治会役員会誕生／

はじめ⊥会場予約は九月半
ばにノ︶予算作り︑テンポ

会の名前も﹁ひまわり会﹂

自治

の確敢︑役翻身担︑男物な

きらにその歩みはすすみ

二細管会が誕生／

ど︑スムーズに︑そして︑
意欲的にすすめてこれたの
ではないかと思います8

当日は︑直接会陽にこれ

紺⁝紹銅縞机㍊↓︑

﹁来年はもつとこんなに
風決
に定しました︒
したいヨ﹂
﹁ここは何とかなちんか九
ね末
﹂年には娩約垂月余を
と︑終了後めアンケートに︑一年かけて規約作り
作
り
をが
終了て規約にそって︑九
は︑早速︑来年への期待
色々と寄せられていまし
︒月に選挙︒現在の第
七た
年三
る人達にも準備を手伝って
もらい︑飾りつけ︑テーブ
ルセッチキンダを行い︑終っ

おったら好きなと三ろにい

＊作業所やひかり協会への

﹁仕事雪盲⁝⁝もっと︑

コピーとか印刷機とかを入

﹁将来のこ幸⁝⁚自分が蘇

れてほしい︒﹂

らせるようをグループホー

ムがほしい︒﹂

l

い

し﹂

﹁たとえば︑誰かと一緒に﹁部屋は大きいほうがい

＊一菌の願いは？

僕のしゆみはボウ
リングやゲームを
することです￠好
きな食べものは、
うどんやラー・メン
とかのめん類です。

＊将来のことで一番気にな
ることは？

﹁ガスや蛮︑科挙⁝・な

ヽ ○
しー

＊蔓登悪くんの希望を叶え

﹁散歩が大好きじやけえ︑

柵がほしい︒﹂

﹁グループホーム︑できた

−ト．・﹂

朝や夕方はやうばり散歩を

るために︑どんな準備や

ど︑一人ではやつばりでき 練習がいると思う？

﹁一人じゃけえ︑布団を出
ら︑いっべん経験したい︒

お母さんが生きとっても

んけえノ

﹁男物とかも︑たとえば︑
したり入れたり︑せんたく
どこ？

か教えてくれたりする︒勉

とってどれを食べたらいい

かは作ったことがあるb保

喜三ひかり協会で︑料理と

健婦さんが来て︑身体に

でも︑すぐ忘れるけえの

﹁やっぱ町稚かがおらん阜うOJ

ドバイスがありました︒

また︑作業所ということを受けられたことも勉準に

今回︑蓼冒参加して︑ で︑﹁労働﹂についても話なりました︒

成人期の障害者を支援してがあり︑どんなに重い障害 具体的な緊張の取月方︑

野からの関わ．り︑幅広い知

方を敢えていただけたので︑

債々の仲間に合わせたやり

仲間の身体をさわりて︑

とが大切であることなどを︑

やおしりの筋肉をつけるこ

いくには︑様々な警∵分 のある人も労働権はあり
︑のつけ方︑特に︑腹筋
筋力

識︑鋭敏な観察力が必要で

あると感じまLた︒闇遅の

鞠縮︑変形などの二次障害

は職しい間翠ですが︑出来

わかりやすく作業所の日常

保障していくことは大切だの申で少しでも取り入れて

る限り長く仕事が続けられ︑

そLて︑豊かな生暗が遅れ

達段階が九−十ケ月に消た

また︑発達紆に考えると発

ジしてしまい

だけをイメー

障書﹂の仲間

いうと﹁身体

二次障害と

るよう︑件薬療法士としてが︑その内啓や取り組みはいけたらいいなあと患いま

の立椀から学び︑そして支教育的・文化的・集団的にした︒

援しでいきたいと思います豊
︒かでないといけないこと︑

ない入の﹁労働﹂をどうと

吏↑brいL㌢︑−P

モンストレ
ショ
◆・ー
⁝：
⁝ン
⁝◆が行わ
らえるか︑どのような活動

午後と講義がなされ︑牛後 広農大学大学院
井上 和博
︑集際に

の最後の一時間は

所のみんなと旅行ができ
助る
けてくれる人がおらんと ﹁自立訓練とかも︑やって 強にはなるが︑本当には
ことも楽しみ︒﹂
不宅﹂
やってないけえのノ
みたいノ

シヨンとかが楽Lみか作業

﹁グラブとかレタリエら
ーん︒﹂

﹁ここにきたら︑友達何
がを
た作ろうと決めても︑料とか料理買い物とか︑今
くさんいて︑話がたくさ
理ん
の材料がわからんけえ︑できんことをちょっとずつ
何を買ウたらいいかがわか練習することがいるかな曳
できること︒﹂

＊作業所の好きなところは

簡

・今回は︑作業所や将来
の所の苦手なところは
＊装
﹁部屋の壁は︑マンガのよ
ける勺旅行とか⁝・⊥人ぐ
どこ？
ことで日頃感じていること
うなアニメみたいな繚があ
ち
し
じ
や
不
安
じ
ゃ
け
え
︒
﹂
や考えていることを︑印﹁刷
時間を守らないといけな﹁やつば竹重ちとか職員
ればいいなあ︒﹂
ダループの森坂君に聴い
﹁写真立てや置物がおける
が一緒におってくれたらい
いで
ところ︒﹂
みました︒

森 坂 美嚢志

歩前進しっづあるようで
︒中にある専門委員会 大学陵医学系研究科保健
親す
約め
夢L臥限r

報告そのー

空フォケ⁚つた・ディスコ・

法人認可し︑青島に移り︑

してきました︒

昭一

僻蒜讃卵夢・私の軌、 二■ご■■■■ ■■−′「一 ＿▲＿▲＿ ＿r．

日誌
みんなで盛り上げた
役員さんがんばった

自治会﹁ひまわり芦で た頃にほ先頭グループが到ゆったりした雰囲気が味わ
は︑一年間かけて作った自着︒みんな歩いてやってくえたのではないでしょうか︒
治会の規約に基づきながらる
︑のですが︑普段歩くのが優しいベルの音色にあわせ
今年度は毎月の会費の徴集苦手な人でもクリスマ急耳て︑体をゆらす仲間の姿が
り︑始動のメインともなっ誓もってがんばってやっ
キ︑おやつをいただきなが

をはじめ︑備品をそろえたを楽しみにしで︑気持ちに印象的やしたら
ている行事では︑花見︑そてきます道号は⁝⊥が

ミ土−ジツタペルめ演奏が

みな普んの御厚意による 上がり︑あっという問にプ代に自縛会を作り︑管塁

鳥小学校アTAグループの

して︑今回申クリ曳マス会 今年は︑企画の中に︑白ら︑プログラムは歌に踊ヤ
を行ってきました︒
⁚い⁚︳

願

加わり︑クリスマスらしいさせ︑自分のプレゼントをし合いなど︑色々な活動を
ながら︑各グループでもそ

準備は投身が中心になり

・ ．1‖■

どんなところ？

自治会活動を中心に行って

厳ぞれ担当の係︵ゲーム・

ひまわり会って

プレゼント交換︶を受け持

lいでしょ′

ち︑ただのお客さんになる

パン食い競争J
ゲーム係のみんなの

いた仲間より︑
﹁色んなことやりたいから︑
また自治会を作ろう﹂
﹁自分連の生活は昏分速で
考えよう﹂

クリスマス会に

、、・ ・−∵
、・‥ ∴ −

12月18日

もみじ編制

削 集15青

「将来構想第1期5カ年計軋第2次案を提示草薮監藍豊艶感

琴哀慕稜軒にあたつて
もみじ福祉会・将来摘想 もみじ筆写将来請想検
検討委鼻会では︑昨年六月討
︑委員会では︑この間寄せ ﹂

将来構想第一期五カ年計画られた懸念ヤ意見を集約 ①仲間一人ひとりめ可能性

第一次案を︑保護者会や労再検討し︑ここに第二次案 を花聞かせるために︑個々真横を棟み上げ︑可能性

働馨をはじめとする関係

約な討議をお願いしてきま

（働く場づくり・日中由清勤の場づくり）

機関・団体に凍示し︑棟擾

将来構想第1卿＄カ年計画（1998年−2002年）第2次革

した￠

戯盈単車蜘藍 もみじ福祉会将来構想検討委員会

一人ひとりの要求痘女切にした実践を凍めていくためには、多様な役割を持った施設体系
の整術が必要であり、また，もみじ滞社会の更なる発展と在宅障害者の受け入れ枠の拡大に

づなげていくためには、以下の準備に取り組みます々

を捜示しまLた︒

（1）小現模作策所甲開設
2800年蜜の開所をめぎして、小規模作業所づくりlこ取り屈みます。

ヱれは、ぼ在宅者・新卒者め愛は太れ枠め確保、②適正な卒施設選択の場づくり、③制度
にめらない先駆的な取り組みの場ヴくり、僅）高い作業工賃をめぎす場づくり−などの趣

旨ヤ取り組むものです。
取り組みにあたっては。、ニーズ繭査を布いつつ、ニドズを持っでいる人たちと共に取り組
みを進めていく必要があります。
闇 作集塵点型授産地殻の整踊
羽根年から富￠り芳年に溶再チて、く作業量点塑授産施設の整備がで牒るよう、準備を進めますb

馳感

この取り組みは、重度障春着の日中の活動の整備として取り紅むものです？

人の障審の状況に見合っ を切り開いていく︒

2昭準度以降、生き甲斐薫視型の適所施設中華瀾に取り観めるよう、準腐を進めます。

た多種な施設を整備する⑥
︒一つひとつの日樺の達成1九八年一月にかけて︑

（痩）生峯甲斐重視型活動施設の整備

への相応の充失という︑

（射福祉就労塾授産棒設の葱備（充実）
親在の紫一・終＝もあじ作業所を「福祉就労塑」に鹿渡づけ、一層の充実を図ります。

②広島市域における陣容者

この取り組みは、自立生活を目標ヰニできる人たち申働く場の充実を目揺すものです。

裟 以上の取り組みを基礎に、①作集重点型授産施設、②福祉的就労型授産施設、③生き甲
斐重視型の活動施設−かちな義人それぞれに異なる障害の状況に対応できる端役体系の

麻痺者の作業︵仕牽︑親裁でほ︑﹁障客の軽減︑

・

報告その2
l鼠tウニ︺仁︼噸⊆Er

ではなく︵六

カ﹂ル一書．乃︑功J〃

としで考えなし︑といけない

名の仲間？っ

ち︑二名は知的障嘗の仲間

も診ていただいた︶︑どの

り﹂は大切な課題であり︑．

仲間にとっても﹁身体づく

よけいな緊張がない︑筋力

ことがあるのではないかと︑

発達保障の考え方が一貫桑きつけられた気がしまし

去年の六月より︑もみ の書過穏︑降車聖二要素 してりらぬかれていた講演た︒

じ作業備に選一回︑ボラについてなど︑基本的な内であり︑また︑山口先生邑

容が轟ペられ︑次に︑子ど身が京都の与謝野海糞漢学

がついた身体をつくること

、

﹁

﹁∵

具体的左例を出しながら話

璧心の発達にとっても大

います︒今回︑もみじ作もの正常発達にづいて︑各枚の稟践経験なをも豊嘗で︑

発達段階と陣睾児書︶の

をして下さったのでわか

きな影響があることがわか

発達段階とを

り草した︒

之与日 仲間・磯貞夫掃除i納会
2引］大掃除 職長忘年会・歓送迎会

りやすく︑胸に響く講演で

自治会：クリスマス・忘年会

後綬会磯負・級長合伺忘年会

学んだことを作業所の中

晋≡≡

でどう鹿かしていけるか

ベトナムより官僚鶴察
保護者会例会

⁝三これからが大切だと患

15日

ト11日第′4回・Bグループ）
もみじ福祉会第23固理事会

対比させなが

署名衝動参加
9日 生活自立訓練

て
丁
㌻

9日 共作連広島県支部がんばるデイ

した︒

0
01l

ら︑わかりや

ト30日弟5囲・Aグループ）

て●■●−M

と思います︒

2冬日 生清自立訓練

二次障草についても︑﹁身

節目 寺島小学校6年見学釆所い2寧日）

講師は山口平八先生︑ すく説明がな

劫唱 広島東学医学部見学来所
飢日 保護者会例会

…冒

体面﹂﹁発達的な面﹂﹁生酒

調査官来所相談

12日 生酒自立訓練
卜1拍第4回−Cグループ）

だき︑具体的にアドバイス

＿

市立姜護学校見学来所
ダンボ一助グループ
マツダバーツセンターを見学
安佐南福祉事務所定期調査
亨；≡
医療福祉学院鹿学実習来所
理事会将来構想検討蛮鼻会
41］市立審議学校手芸グループ来所交流
叩 保護者会忘年会

され草した︒

＿ 革至喫

おきえて下きり︑作業所の 講演の食後め方では︑二 いました︒

5日 新年互礼金・大もちつき大金

テーマは¶障害者と発達

曝書者鞄翠や人準聞常についての啓発とミ紅葉福祉会の社奪均斉献に取り組みます。
鼻体的には、地域に根ざした括卸こ智恵しつつ、砂箱社相談敷⑧福祉議連やボランティ
アロ魔の開催、③ともだちコンサートなどの開催、④仲間ぬ催事具しにつながる事業蘭臥
その他の満動を、後援会の力も借りつづ、進めてい凄ます。

中で︑仲間たちの健康を守名の仲聞がモデルとして選 もみじ作業所職鼻
古城門淳子

︑に︑再度︑六名の仲間わ
訓練をされ︑身体機能につにすすめていったらいいか後

いての紆萌︑具体的な訓練考える視点をたくさん投げ身体に実際にきわっていた

の目的や内容についてのアかけて下きいました︒

す8

（その他 啓発と貢献）

習慣・労働習慣﹂野面から

支援事業を布います。

午後のデモ

（3）ま癒支援事業を受託し、もみじ作業所の仲間たちや在宅隊春着が地域で塵活す志ための

ンストレーショ

この取り粗み恥重度障害者の常春にわたる盤格安挽体制の垂僚毎日均すものです。

保障−二次障者を考え

り︑豊かな生活を保障するばれて︑案際に先生に診て

200ヱ年度中に、生活施設づくり申整備計画が整うよう、準備を溝め要す∂

る−∵でした￠午前・

ための取り組みをどのよういただいたのと︑好演終了

（劉 生活施設づくり

ンでは︑二名

もみじ褐社会の社会的役 ように留意する︒

ます。

本案は︑九七年十二月

舘野年度中には、身庵者ホームとの食轟で第2骨を細説できるよう、すぐに準備を始め

開き︑三月の理事会で決

また、場所の棒線について軋もみじの家の活軌条常住宅の活用、青島近辺の借地、
土地購入なども含めて検紆します。
そして、凍在実施きれている「緊急「時・レ艮バイト」事業もダループホ←ムを軌条と
して拡発してい凄ます。

の仲間の方を

割についても重視する︒という四点に注意を払い 貫際に先生が

が︑何らかの形で閣係着再度︑関係団体の意見を 定していく予乗で

（1）ダループホームゐ既設
当面、生活支揆上緊急性の高い入、自立度の高い人を野草に、1陶写年度中にグループホー
ム策1骨を開硬します。

金終にと＝づて利点にな思

（生革の場づくり）

⑨できるとこるから着手しま
︑した︒

確立に取り組みます。

歌め練普スタート

保護者︑後援会の方︑職員号つだなあ﹂という声もち 合唱構成

るのは初めてですが︑以前へ

が︑おなじみ音楽センターらほら︒そこで︑歌をしっ その中でも︑夢二部で歌に第五回のともコンを観たう

∧中西

力仁さん∨

合わせてがんばって歌ってう
記念串議の一つ︑﹁欝六固だち﹂﹁がんばろうや﹂な練習ということで︑本番にいを辞にしたものに曲をつ

学を卒業後︑企業で働いた

で二十五歳です9神戸の大

中西力仁です︒福山市出身

みなきん︑ほじめまして︒

ともだちコンサート﹂の開どの曲を練習しましたご一向けて︑毎週月曜と木曜のけたものです︒みんなの思いた姿が印象的で︑一緒にう

後︑循祉の専門学校で社会

とき︑すごくみんなが力をう
もみじ福祉会設立五周年の新江さんの指導で﹁ともかり覚えるためには︑藍ずう歌は︑仲問や保護者の思

催まであと三カ月を切り︑月に入ってからは︑満々と夜に行っています︒仲間たいが故にのって伝わってい舞台に立てたらいいなあと

′

盛り上がってきています︒ ませんか？

7

ノ1．．1

トっと思っていました9今
新曲が発表され︑どんどんちと一緒に歌を楽しんでぁくような︑そんなコンサーず
一月十三日には︑索一回の
練習が行われました︒

︑

お問い合わせください︒ います︒仲間︑親︑磯貝も

サート実行委見合﹂まで︑

一緒になって︑もっ与−キ

久々の歌の練習というこ ﹁曲がたくさんあってうれ

みんなの思い

将来、パリに住むこと。

様様様様様様梗

くお粛い致します︒

みなさん︑どうぞよろし

即

広島市が打ち出した〝行

財政改革大綱〟には︑〝広島

市児童療育指導センター″

開催︑小記念琵の刊行︑〝第

周年記念事業菱食講演の

制度への取得制限の導入が
福祉を学びました︒
にしたいと患っています回
︒ ほ実行委量のメンバーう
含まれています︒
皆きんのご協力︑ご参加
でもありますが︑いろんなう まだまだ経験も浅く︑未
これらの事に︑これから
を心よりお待ちしていま団
す︒体の人が実行委月余に参う 熟ですが︑初心を忘れず︑
の広島市の篠祉への向かい
も新鮮な気持ちで前向
詳しくほ︑もみじ作業所
加してくれて︑一帯に力をう いつ合
わせてともコンを盛り上う
風を感じながら︑今︑私た
きに頑張りたいと思ってい
内﹁第六回ともだちコン
ちは︑もみじ福祉会設立五
げていけたらいいなあと息膏 ます︒

ミッション車。

と思いつつ／

天保

正導

祉前進め力にしていきたい

会いとつながりを広島の福

ここで生まれる新たな出

でいるところです︒

の開催︶の準備に取り組ん

大国ともだちコンサート″

福祉村建設ガ進め5れていますd
書をお■受け取り下さい。
詳しくは、お問い合わ
この計画ほ、どんなに重い障害ガ持っていてもー人の人間として大切lこ
せi・、、
され、生き生きと亭5せる壇をつ＜ううとするもので、「キラリンと−ぶ」
の名称もキラリ笑顔ガいっぱいという意味でつ1ナられています。
福祉と町おこし・村ぁこしガ合体した「福祉柑橘想」、ゆたか福祉会の歴′
史とともに学んで、広忘の福祉の向上や作業所運動に生かしてみません飢

歌にのせて
今回の﹁弟六固ともだち

させること︑もっと夢に向

がんばっていければと思いう
う
ます︒
とにかく厚生年金をいっう
ばいにして︑みんなで成功苫

ム7タを大切にしながらう

伸一

コンサート﹂は︑三部精成

一帯6回ともコン
に向けて
伊世

購帥

青島女性会

で︑法人化五年間のもみじ
作業所の紹介︑仲間の夢や
願い︑保護者の願いなどを
の取り組みを訴えたいと考

もとにまとめた︑将来構想
えています︒
︵努−部︶

による演奏やコーラス

適所者と協力サークル

謡

♪♪♪㌔好

㈹

かっていくきっかけになれ
∵い﹂⁚ミ∴卜﹂
僕は︑もっと一人一人がう
意識しあって︑一体感あつう
てこそもみじ作業所だと思う
僕は自治会﹁ひまわり会﹂

㌍⁝謂絹鵠
の会長で︑今回ともコンの

実行委員でもあります︒と

もだちコンサートに参加す思います︒

幸■萱−雪ぷ

哺書富雪雲■■▼
劇

車車車療車

︷努2細︶

みんなで歌おう
−シンダアウトー
︵草3部︶

します再発所近くの方に

♪・♪・♪・♪♪・♪♪♪・♪・♪♪♪♪・♪・♪♪♪・♪♪♪・♪♪♪・♪・♪♪♪

絹㌣t・の

ソま麺

攣りコンサJ箪 ノが網

よろしくお願いします︒

は︑単品でも結構です︶︒

川甜貯
月一回定例の豊会幹事
販売薫について︑保護者

会では︑薫の一つである

合唱隊貞として︑厚生年

とも
がに
︑﹁ともコン﹂を作っ
事務局は感激︑ありがたい会合︑ニ家庭で便つていたステージはもちろんです

待っでいます︒

ーゆた分福祉会′の実践⇒闊「福祉j付構想」から学ぶ〜

とでワクワクしている仲陶し
︑いけど︑覚えるのは大変

喪
尊

コンサーJの準備が始ま

いろいろな人との出会い。

の損金算入がでしきます￠
寄付金より所定の領収

ゆたか福祉会では28年間の歴史を土台に新しい施設作り〜障害を持つ
た人達ガ安心して生涯をあ＜れる新しい生活施設〜「設楽キラリンと−ぷ」・

こ寄付
ありがとう
こざいました

サJ

廉い﹂を送りました︒

ぜひ一度︑会社や団体︑
﹁ともコン﹂は︑当し
日て
の応援したいなどなど︑
じ福祉後援会への入会のおしの青葉を添えていただき︑

ではありましたが︑﹁もみ中には暖かいお手紙や励まと静し合っています︒ 大風呵厚生年金会錦です︒歌いたい︑ボランティアと

てゑ戸の背きんに︑突然 名の方々がご入会下さ掛︑売を︑大いに進めていこうりました︒開催は四月二十金全盛の舞台で思いっきり

散した﹁もみじ作業所を育も︑一月初め現在で約四十や﹁G線のコーヒ﹂の販

業所法人化とともに一旦解た人も相当でした︒それで好評の﹁静岡直送の垂準 り上げる﹁牽ハ回ともだちまた楽しい︒

去る十一月未︑もみじ作任所移転などで届かなかっや職員の陶でもおいしいと みんなのカを合わせて作みんなで作り上げる過程が

J99g卓4月ヱ占βd砂 J

何しろ︑五年以上前の住気持ちでいっぱいになりまだきたいと息つています︒企画や合唱練習︑ボラン ていこうといゝ嘉︑渡警州
ティア集めと交流な？

スポーツは、自分でするのも
観戦するのも好きです。

人においては、確定申告
によって、所得税の寄付
金控除、あるいは法人税

チケット代 300円

寄付をされた個人・法

TE」（082）2ヰ5−0304

＃お先lらせ＃

場 広島市立養護学校（広師中区大手町ヰ丁削一4）

広島YMCA

こねらかえこ
小邑 素意子さん

S DÅキリスト協会

時 3月8日（日）13：30〜16‥00

日

嘲麿慧監禁宮

︒が少しまとまればお弓
所録で郵送しましたので︑した︒有難うございました数

講師 ゆたか福祉会・福祉村建設委員会

みどり作業所
もみじ福祉会後援会
影 山
石 井 君 子

人としてゆたか一に生きる

（11月−12月）

もみじ福祉会5周年 害己念講演

〔
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