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づろ

八月 十二日出︑畜lの
つbニ

吉れ二更旋盗を上蓋

毒の

ーhイア詰んの協力露︑五

百名を超見る琶で

内に終わ野手した︒
ステージで嘩塵梯ひ
痛書んとと勒コンパン

ろし宗鑑のコーラスJや︑

ド﹂由皆きんに盛啓上げて
頂いた嘩新しい企衝とし
亡︑市血墨宅レストランの
ンエフのボランティアグ
⁝TプグラブオリーブL

虹よるクレープアイスの出
鱈や︑昔愚百官宰芳香
mによる﹁色がわ堕ゴマの

祭りのしんがU

の上河内欄楽団に
挙一本︒もみじが

靖

︷自主製品﹈−ナ⊥

辺

子

学生め方々に︑心より感謝

力頂きました地域の方々︑

この夏祭りのために御協

終えることができました︒

つ︑今年の夏祭りも楽しく

すばらしい演技に感動しっ

渡

壌らの神例
いかがですかー

もみじのクツ辛−

﹁曽我兄弟Lもや逸
の7アンもはる

ば
る方初よ
架か濃る恒

掛ったりと楽しむことがで表親方法を模索しながら領

議する公園も使わせて頂きか
︑な心ぬ世界を涛ち︑その

している薫り吋今年は隣 ディーを抱えながらも︑豊
なつて初めて︑町内会め会 童貞余では全然意見

きました︒もみじの仲聯の張っている仲聞達ごしれか
り︑大童究りの物品バザー切
︑に︑蔑の曹棟の御毯解

長きんの家に夏祭りのチラが言えなかっためで 今度

食物の出頃くじ引き︑遊 を得ながら︑親子其ケ額

にぎやかなぞアージに始まらも地域とのつながりを太
ポスターを細りに行′遺 有り難うございましたQ

びめコーナト等︑盛砂沢山張
︒ってい鳥たいと息？てお

シやお厳いをしにいき資しやる時は意見藍貫いたいと

んが持って滞ってくれましします︒

わ土腎H︑施設見学会を開

己負担︶サービスの併存﹂

親在︑進行中のふ﹁基幕
昨年五月に再鮨成幸れた
肇癒しくをったもみ 農筆﹂の裔と特礫につ
じ作業所や抑蘭の仕事ぷ
いり
て︑﹁馬脚企業動参入促
進﹂︑感胸シそアム及び競
をまだみたことのない経
争て
システムめ導入﹂︑﹁公約
費員の皆さんにぜ伊知っ
負日
担サービスと付加的盲
頂きたいと︑八月二十九

割合の液少とその財輝の行

等々︑に整理ぎれて艶明き
催しました勺
れて
ました︒また︑介護保険
所長のスライアを使っ
の施牧説明働後蔓グ 制度の叢と開鹿点につい
ては
︑r
ループを見学や主な感想
︑芙常に争つた判定と
﹁がんばってる資を見ケ
てア
感への簸間﹂﹁給付限医
療と自己負担の発生﹂﹁必
動しきした﹂﹁みんな申
明
る苧に驚きました﹂ヤ衰
しな
駕施設・人材野不足﹂﹁棟
神南でのケアの過小評価﹂
牛後ほ︑筆画後援会絵
今はじめに石倉席次先生﹁現行のサービスの行方L
など￠課塙の他︑国の負担
め﹁社会循徹の基尊慮改

革とは何かLと喀した記念

方︑低野得考の負担開堪を

■卓7t一ltき≡

l星亨一〜星亨︐■▲屋−−︑

′

して終了しました︒

めの各聾貰の推進を承敢

や︑もみじ憩全豪のた

三宮名の会員をめぎすこと

および予算案でほ︑本年匿

に︑九八年度の清動方針案

および監査報告を承認b次

年度の活動のまとめと決算

金甲議案討議︒まず︑九七

最後に︑後謹告野面囁

かな9・

ちよつとぬかりづらかった

福祉関係以外の参加者には

どにづいて指摘きれました︒

講演で

熱心ですf第2画総会・石倉尭生の記念浅瀬

≠作DコーナーLなどが︑

さらに‡祭匂を書かで楽レ
くしていただ費︑年蓋芙
になるl祭りに﹁段姦域

に雪いていく様子がうか

がえました︒

要望員会毒
撃ん︑董フンティ

た町内会をはじめとする
アの皆吉句バザー物品啓
ご賛偏嘗︑また︑沢山兼
惚湧いた地域の皆さん︑ほ
ん婁つに青竹難うございま
した．

．．．

申で︑革の修理摩の社長さこれからもよろしくお願い

プロ？のおっさん、決まって手＝す

地に引っ鐘してから︑塑八 下記の♪写に遥の多く 団体・専念冒慧帯一フン

喜成

勝

仲聞による蜃オトアニング 磨豊野

東宝首葺 佐 伯

今年の蘇りは︑憐にでき有名レストランのシエフに
た公園を償わせてもらつた よる〝クレ†プアイス﹄
ので︑お客さんが良く衷て﹁めち♯おいしかったー﹂

途中で雨が降り出Lて︑

くれてよかったです︒
このま華やまないと畢った

堅蔓堅堅警竺こニニ≡≡二J

伸闊達がとても楽しみに致しております︒思いハン

紫三もみじ偉業所

た︒少し緊張しましたや 思います︒

ったですⅦ

ちやんでくれました︒良か

中島地区民坐蛮風・、児童重点協談合／書為東地区民生⊇

最後に上河内神楽団による月ます︒

みんな明るい由ね一（鰯真筆会）

コイン配しコーナー燵雑学璃企画

1

実行挙兵会名簿

た︒うれしかつたです9

爾学園全部
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第6国もみじ作業所夏まつり

もみじ箱書では︑これ九九八卑−二Q〇二年数義

今周のr礫の夢・私
の願いーは︑クツ車−・

バ多ルーブの中田く
んに︑色々とインタ
ビューしてみ蒙した1

★今のもみじについて
好きなとこ萎は⁝？

伸弼がたくきーんいて擬
しいで葛いろふな人とお

り︑常葉に行った均したい
です︒

話するのが一着おもしろい

し︑楽しいんですや
★仕事はどう？

戦中田くんは︑よくTVの

三−スや新聞蓉見ていて︑

みんなにその情報をたく尊
ん救えてくれます︒斬新聞
蟄見志軋た職員は︑それ督

聞いて﹁ヘー﹂ダT㌧争

んなととがあったんけ﹂亀
作業所ではニュースの費

者／

また︑タグヰー■パンの
著﹁忙しい時は進んで
告罵啓青草くみったり︑

★これからもっとやりたい r次嘆これをやりましょう﹂

と働き者です？搬鼻が集散

こ七や︑やらないといけな ﹁あれをやりましょうノこ

いと思うことはぁるかな？

文学のデザインをやっていきたいです。

の恕店をつくりたぃで焉

jてリコジ閻ソフト腹いっぱい痴恐◎ぞ、うぎつぎ新しいものにチャレンジし
こいって下凱＼、。ぜむ、つ挙はインタ「ネットを使えるようになったらいい
賢杏、と患います￠できればデザイナーになって下書い。

蓑Ⅵ⁝⁝・；

ガスコンロも未をいし
☆︑
去年芸量朝練を経
お金の計算箸単り少t勉
してへー︺たれでい夢と︑
ミ努サー墓地作りをす巻 験しだげれど︑将来どんな
親したいで電そL奉らも
﹁し℡㊥りして下さい′こ
霊も大きいし︑便利に
風に生活して襲い今
みじの家でも生活ができ多と叱咤淑督してくれ為顔
なわました︒
﹁も易じくの象﹂め蔓が
と
思います︒漁凄も自分 もしい仲間です︒
このぜまクッキー・パン始まります︒出来上がつた
℡で重たらいいなーと短い 昨年は生活自立訓練を経
申仕事をがんばりたい︒パら︑鼻訂で洗濯したり★
︑も
料みじの賓に入るとま
しす
た︒
験しまLた︒少し渡れたと
ンの仕込みも挑峨申で帝 理を作ったり︑自分で新聞
ら
︑
も
っ
と
泊
葛
る
け
れ
ど
大︑お母さんは病院に
今
帝行
りっ
ながらも︑しつかり
張つてや？ていきたいです︒
をとっで蔑んだりしたい
要で
悪路亨
たりしてないけど︑帝気を ﹁次ほこんなこ左を勉強L
将来は︑クッキー・バンす漁
土曜首とか已曜日とか
したら行つたゎせんといけたい／﹂堅冒？て︑とても
邪練ほ何層も泊まうて
お︑
休みの時は夢に帰りま
や院に連絡せんといけ前向きな蔓りや学んです︒
んす
さ病

からながった。丁シャツの女季ぬデザインは、はじめ嬢できないと

ゆっくりしますふ
んし︒それが心酪です︒

懸っていたけど、やゎぼ何と智できた。うれしかった。これか6も、

それでパンの仕込みをした警やって︑ち吏ムと嬢

t・負・・・・鼻毛

〜アートディレクトの牡轟きんの感想〜

葛・・⁝⑳⁝・⁝雛

lてノ†ドり︑・

和樹グループでは︑三年 の社長さんがデザインに甘ではなく︑外部め専門家の
前からオ懸ジサル商晶㊥ひいてもカを貸して下さるよ
方たちの意見ヤアドバイス
う佗なり︑製品としてもよを受けることも仲脚たち自
とつとLてTシャツ嘉
しています︒
ゆグレーモアツゲし︑評判
身にとぅても良い刺激に
Tシ宙ツ昭デザインにつ
もグッセ上がりました￠ なったや︑意欲がわいてく
巻きゎか序になるこ雲量
いては予仲間たちが描いた 今年のTシャツに解して

﹁タイプアート﹂と﹁パソ
は︑文字の∵デザインにつ
いした年でもあ吟ました︒
感

コンアート﹂の徐に宣言 ても漁り組みやすいバツコ 倉悪妻の亨yヤツのデ

イTシやツがで書あガりました。いろ敵おラフ似で、ステ幸モす。
監倍くん：Tシヤ、ソの，じむきよく隠二2年呂になるけど、何を話法胤＼いかわ

弦で︑保護者の老後や亡
盛ぎ
簡とする釘みじ福祉
後ぬ伸問の歪め不安︑伸
会将来要一期五か率軒
問の乱立要求などに応え
野て
室九九入彗青書
いく準備として︑一九会
九に
五おいで決定しました心
年よりグループホームぜく

「一緒に写って／」と

どを親愛昌せてヂザイ
ソフト鳥介したけ︑実 ザインも評判が良く︑現在
します︒︑昨季かちTシャ
に敢えて†きったりな
のど
と︑
こる準二百八十改元れ
伸聞たもにとって︑摩りたています︒まだ在庫もあり
トナ1rなも蔑喜p■L更㌻屍しわ練落㌫た㍗際瞥
の印刷参考願いしている

含凰ぬT如璃低層軋緑撼勅如でデザインもすこいカツコイ

隠などのスチタダとも1替る

事でしたご蒜⁚補助金の広

﹁稲泊訓評を開始し︑続
いて一九九大尊かちは﹁発
意一時・レ欠バイト韮嚢と
﹂こ
︑ろが︑私たちの計画
翠九七牽からほ広島市の
の第一歩とLて︑本年十月
﹁生活自立新棟慧声の受 を．呂持して嘗進
申
開
設
託にも取り組んでき承し
︒たグループホーム弟
めた
てい
しかし︑親の不安の解一昭
号に対サる固からの補助
仲間の自身の自立要求の
予南
算が認められなかつたの
陽に啓えるためにほ︑こ
でれ
ず︒専任職員も確保し︑
ちの事業空軍の充集はも
建物の臍屈のための資金や
とより︑今後︑入所施設
を昭月遵もつけ︑入居者
業者
督めた婁形の盤括支援 もほほ決まつた矢先街出来
並畿の宥が必要とな？て

い慶す￠
島市頂澄竃すでに予算化
一方︑働く場づくりに
萎つ
れていただけに︑このよ
いていえば︑常時から符
う奄事憩は予想将にしませ
警砲車ている親状ほ︑ んでした︒
療育者の働く場撃一層の啓
こぬ計画が︑もみじ福祉

しLぎE莫兎ゝ

尭の必要性牽不してお粉︑
このような帯懲に対し﹁
て固︑
で露めち軋をかった予
会
の
第
一
期
招
来
構
想
基
本
計
また二人ひとりの障草野
画状
の第一歩とLで閣僚者の
もみじ額社会将毒検討 革の龍野を広島市でみよ
況に裏口づた働く堵の拡
樹学
待菅集めていた牽はに号委月食甘ほ︑﹁予薙がつ
ないう馨を得翌妄
うか
﹂と
資勧めていくためには︑
の喪
疏菅多発でした少閑偽
か
り
た
理
由
を
明
確
k
す
る
﹂
が
で
きました魚私たちはこ
選別め放り組み畢可能な
者多
から咤惑域澄み准
﹁予算の複終に金力を町
あ回
げ答を一定の撃受け
稲敷形め施設整備の検好
過も
とか︑住宅生活め重複とる﹂﹁国健せに慧せヤる
と︑也︑十二月のグループ
必常になっていきますや
か言われているが︑結局︑
グ
ル
ー
プ
率
−
ム
の
整
澄
漸
ホ
ーム﹁つばさ﹂の閑談院
もみじ福祉会将来樽憩
降検
車の童い人たちは入所施を潤うた鱒に︑市独訂の
向制
けで取り組みを拝唱
葦費では︑ヱれちの談 設に行くしかないのか﹂ 度を創設する﹂の三菅の
ことになりました︒
菅受けて︑﹁就労﹂﹁ぐ
﹁ら
こ汎では︑計画蓉作緊
っ急
て要求を持って︑対広島
とはいえ︑国のゲ‖ループ

友だを2人屯呼ねで
「ハイ、チ一丸
左かち
鼻炎車毎中田くん、藤本く九
ウツ幸一・パンクループで
頑張ってます

ーこな紗まの感憩〜 ・

言下・、′：：

d云
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金ニュース

夜の夕食は∵蒜塞箋

した援助ができをい︑など

ぎたり︑かと ム軍制度や補助金︑地域住

−

いl■山一T●l▲■亡．■仙川潤■ムーr■▲■′口い■■．−t●■

−−

．■し・■▲■．h■u・〜→■■■〉t■一■欄■・−
て丸一靭叫ヰ湖畔如1鳩も恥【・聯」

、

如薩顧如劇駄砲弾

∃†J︼．琴HV．毒■
方です︒自分 所陀潤い倉せして下きい︒

掛一帆慮吋桝」劉騨・榊粁ユースJt¶−耶鳳椎脚鯛・増
∂ルー7よqTクー紳とりq巳勃、戯曲L、敬、1▼■苛．粗景し瓢

たちだけで作
成していくの

199紬†旧 8Yカ♯

■虻ニヨ﹈コ一一冨．−・・l ■ ﹂．−′

葺にグループホームの帝−

息いった︑業際にグループ

いなで見守っ 民の理解はまだまだ不十分

もよ埠良いもめを目指して

設ずるのセ甘から︑もみ‖じ

日日日︼日日︻H

蜘●主1一文 辱つの輝

・一

パー笹常人︶の人が埠心

で︑生活溝助を夷親していホームに撫養る人の生の声
く申でぷっかる様狩な題ぺを開ぐことができました︒
様々な膏で内容を深める

悩みなどを出し合い磯蘭しここでは書を切れぎせんが︑
でいきました︒共通Lて聞

かれた意見としては︑食滞ことができました︒
噌穏にどこまで援助してい 今︑もみじは︑グループ

天切繚立で︑撃特急

ているだけで であ誉︼と峯回の研修で

簸革袴寮監

．

ヰ噂萬堵廿
体交墜芥をど恕りだくきん革藩﹂というテーマで爵
は﹁社会箱牡薫進改革

に乗鞍継でこと五時間︑よ解・阿温点蟄を亦挙れま にょあ楽しい

ほ︑都塵に閉 痛感Lまし溌︒しかし︑こ

元よ草のうみ福祉会の職寧し過ぎると管盟約になりすの段階です︒グループホー

うやく会場の束帯立ホテルした︒記念講演ではト京都催しや全国各0

じこもって一 の簸な状況を乗り啓見て

や僚置付けをどに関ず為見仲間の皆さん

に到着しました︒ホテル赤線北野で蔓草揆づく側に 飽かち悪習 ㌔

短の藻・協

バックアップ 励みになりました︒いぎ開

を見争言ができ︑とても
かり見でいる︑

進んでいる他嘩地域の扱挽

携み
われ
ら啄巳の常に天術立を臨
︑てこちれた戸出晋された人と変死
尊

8申テレビぼ

れ官つに優るはどの絶好の際嘗音速動の中で大切に考とができまし

思わず研修に兼たことを忘んより﹄足部市北部地域野を摩め争っこ

会場は自室二乗で有名を のダ頻−プホームの方向性

へ参加してきました︒ の中堅口彗亦きれた今後 の準讐進めて下さった地 けばいいか︑抑えば︑獲助ホームの間数に向けて準悌

鱒・グループホーム童L

お許がありました︒
間︑典侍準玉髄の基括施 の内容でしたぺ基調報告で

九月十日1九月十二目の

〜あ可良いヴ化∫プポイム伴ふlを8蒋L＝て〜

砂

春着の地観象準の会場両替か﹂などの声がぁがりました︒
らと塑ちており︑来年度前
半急
の予算が保証きれ
金頭に置いた支援体制構築た︒
広島市は︑私たちの緊
駅情
ではありません︒
要求に対して︑当初︑同
塁農作星日挿して︑一
は決
︑今回の菓事を通じて︑
を示しながらも︑その解
についてほ︑﹁財政詳﹁
申ちの夢や必要を妻L
私た
諦件数は歯嘗十大か巧ガ
でいくために︑また︑広島
が予算ほ二百八ケ所労し
か﹁障青者プラン﹂轟
市の
進督せていくために︑奮
などなどをあげなから︑
市を
への働きかけ亀重艦隊
開魔の早期解決の難しき
強調していました申 尊者の地域生還境づ
くい
吟の運動を一褒め・広
し効し︑何度か葡し合
げ限
ていかなければ撃ちない
を重ねる中で︑今年匿に
りという条件付き窄がら
と︑
痛感しました︒

宿泊鋼帯inもみじの家 力レ一作りの慕っン♯申

ロケーションでした︒えて碁たこと︼と題して滑た︒
二日目ほ︑
k㌧冊ド∴∵1

・く
・よう惑張り尭いと息VY
に分かれてのレポ一重■ 力金解が不十分で︑グルべい

ます︒
プホームの問穏をキーパー
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監日 沼閤学校イ見学来所、藤各巻ん見学来所

き日 夕ヲざ簡勤

告

地殻・グループホームの改に参加しました￠参加者ほキーパーが定着せずに安定
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如白 梅治朝練
川略儀療福祉太草屋襲来所
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乏日 展さん親子見学来所
5日 ダラプ活動
β日 広島布陣害者プラン学習会
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ア日 レスバイト
11日 宿泊朝練
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一般的にご品よう嶽重 のだ劾らしよ告がないじゃない状挽
が予想き丸座すが︑﹁年

長い取り組みになネこと

をとっても﹂1降車者に

度請書者の掛合︑生海産磯ないか﹂という声も為りまになって
年金が受けられるめゃすがす
﹁が︑かつて︑学生やサヲ います9
■■人（l□）2．0QO円

・■♯（1D）5．0 0円です． t■い合わせ集I

・もみ心作紺内r■羽靂上さ轟
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鳥羽きんの誓︑事故当時 り了−マンの秦は︑加入して
鳥羽秀範
なっても﹂安心して暮ら
国民年金に加入していなかいないと師事を負っても年さんもそ
去る七月 十九日︑今年たのか︑担当ぬ必死の祈り
せ
る年金制定作りに向け
づたということで︑無年金金が受けちれないというこんな無年
て︑どうしでも解決しな も海奮広行って来きした︒がかなったのか︑とて㊨気
状態になうてしまいましたと
︒をほとんど知らきれない金陳音者
ければなら應い問題竺
今回で算入回首迎える﹁み捧ちの良い天気になりまし
このようなケースは︑時
節︑
︑国民年金への加入がの一人で
まま
うです︒
んなできんさいヒューマンた︒もみじの管貸切フェ
マスコミなどで取り上げら本人の意思に任きれでいます︒鳥羽喜んをはじめとす作業所や撞︑親の老後や亡 もみじ確禁書では︑皆 ビーチ長野に︑もみじも リーにゆられながちのんぴ
1年1書■I

てクルーざング用のヨツト

る九月十九日には︑大阪に
なものになっているのです︒

︵一緒

ら寝ていました遍鹿の疲

にな打ました︒

いました︒

りました︒ありがとうござ

でとても楽しめた一目にな

ボランティアきんのおかげ

魚の様に潜った 能美の方々をはじめ多くの

俊

之

様

羽

棟

睾

英雄
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田

種

塗

書子

沢

輝

も準じ補社会観津金

釜

奉

滝
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くすりのヤマト 棟

青書株式会社

フォード自動車

今回の海水浴も器町賓見や ・・＼ ︑・ ⁝︑・・・

一緒に梅にとびこん 労が見える人もいましたが︶︒

ティア尊ん

え終えた仲 が心地よい疲労を感じなが

わり︑きあ泳ぐぞ〃⁚

に誉﹂実行委月のあいさ

もあ芸とい︑喜−ジャス︵ヱ

綾の行く兼を案じられた春になった人がたくさんいち任意加入状態を放置し︑ています︒そして︑多くの現を支援する会﹂への賛

な企画に上機嫌でした︒海

たいと︑最終的には裁判も入率は︑一パーセント強に音ではないのです︒

負粕顔を障専基礎年金程度年額一日一千円とな？て

鳥羽さん

おいて︑その中心となる﹁学屈も︑一九九五年十二月

完な天候のせいか︑

ランティアさんは

き品ように﹂を念頭に場所帰ってきて一斉︑

は︑みんなの気持ちが通

若は三±r慧人

銅∬無頼摘

覚僧の上で︑年金受給のたすぎなか？たといわれてい
今金国各地や﹁学生無年に設定しています︒作業所いますニー協力よろしく
めの手耗きに取り組まれて烹す︒そめ上︑同じ学生で金障尊者の問題野解決をバに尊っ障春着にとりて︑将
お顔いします︑︒

を含めて

生無年金障害者の審査請求に発表した〝障害者プラン〟

ありながら︑障害を負ったックアップし喜つ﹂という
帝の生活を保障するものと

全国で八

を支援すゑぞが結成され の申で︑無年金障書著聞魔

います︒

多の人が

ました︒この他にも︑東京の
・重要性を認め︑解決に向

動きが広がっています︒凄して硬膏年金は必要不可欠

同時に同

現在︑

じ様な取

国各地で支援に向けての動 私たち﹁もみじ福祉会﹂
は︑③重度障害者が地域で

北海道■新潟・恵良など全けての姿勢を示しています︒

本年よ．徽■令書毛納入積ら、て
い番．■＜・虚♯の響●（畿穐■）

鳥羽 jE顎
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篭ロ轟
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繭■ 舞 知事 鷺捻相中 濃1
讐ホ ■ 山本 幸江 J最古好事広ふ
闊押 栄子 月関 書セールよセンター
象事 t鼻 先釜 義手
く♯〉デイりンタ
嚢＃應史 鳶谷 喀正
薫 文■
山事 風儀 ▲口 暮美子
安■Il
青山 捧 秩傭 華子宇■書躍
鴨川 好汝 饗 ちや子
佐讐 ■子
二川 輝美
マ聞 古■ 相対l持
真 巧 相良 慕わt■ t■
1如しiニ ーJ汀 千1子
瞥井 集束
土居 四摩 蒼川 上一」b
■何 重子
中村 真」藍子 欝本■肛
革詳■■
平井 彦捧 高弟 註行
久離礪 書也
一11 ミヤ子
銀井 昌蔵 亀頭■三
富■ t次 戸打 一書
中材 ■行
暮剋 博之 ■由 償子
商国 事男
由＃ ♯之
幕上 土書 ヰ太 虚紫
井上 一＃ 花田 弘美
久重 胃■
上田 ■之 栢蘇 よ息子
●山 ■∴
リドミ 村三 子孔 ♯ld
吉村 緒

鹿1日 鷺

■重野内 幸子中井 孝弘
蓼l童子
犠農川I美甘嵐
●l野 1三郎 暮村ツヤ手

しめるよう宣︑喜んでく

学生さんなどがボランティ他のチームの成錬をチェッ 終わった後︑殆どめ仲間

ひろしまから主婦の方々︑

当日は︑中区杜協や生協

れるように﹂﹁食卓みん

アで来七下さり︑仲間を盛クしては﹁誰々さんに勝つが﹁またやりたい﹂﹁楽L

間にか仲よくをって︑肩をありがとうございました￠

ボランティアきんといぅの
電ボウルの磯貝甲みなぎん︑

人見知りの仲間が︑俸しい下島しを手伝って頂いた広

方はそれぞれ︒ちょっぴり
様々な配慮︑車碑子の上げ

楽しい会 してあげる仲野：と楽しみ

備かち片付けに至るまで手の人にプレーをアドバイス
ました迫手伝って下さった
ボランティアのみなさん︑

り上げるのはもちろん︑準た﹂と喜んでいる仲間︑他かったLと感想を寄せてい

る︵エ仲間充ちでした︒

なや作り上げることがで

常に﹁会員のみんなが楽

仲間がいますプ彼は︑太単り︑また
広尾でも︑去る九月二十箪心して暮らせる条件を整
しかち企画︑段取りをし﹁目が画つた﹂
ゲームが始まる 並べて投げたボールの行方
四年生の時文書故に遭い︑十月には
日：鳥羽秀範さんの練専
えていく︑という観点から︑
⁝まきに目の固
と︑とにかく張りを見守ウている後る姿も印
身体障害と知的滞書︑それ全国各地
基棟年金の受給の実現を支 ﹁鳥羽秀範さんの降着基礎
るエラな忙しさでしたが︑切っていてストライクで 象的でし冤
に記憶蘭書を併せ待った重の約三十名の人たちが同様時期が 十歳より前の人に揺す冬芦が結成されまL
年金の受稔の夷現を支援す 七月士ハ日木曜日︑広
様々な準備を一つ一つ自分ガッツポーズ︑ガーターで 次の日に表彰式が行われ︑
度障害者になつてしまいまの取り組みを始めることには年金が女給されますが︑た︒
る会﹂の結成の準備段階か 電ボウルにて自治会ひま
たちめ手でやっていく中でガ
︑タクリポーズを取る仲間
︑勝した人はもちろん︑
健
した︒彼は︑生涯を通じてなっています︒
二十歳を過ぎて障害を負っ 翌︑重度障害者の多く ら参加してきました︒ わり金主催のボーリング
﹁ポーリング大会︑盛り上
プーピⅠ賞だった人も参加
介助者なしでは生活できな 世間の一部には︑﹁国民た人には年金が支給されなが社会参加と生きがいの培 この間垣は︑場合によっ 大会が行われました︒
げよう﹂という帯織づくり
賞だった人も⁝﹁景品もら
い状態にありますす
年金に加入Lでいなかった
いというなんとも謝り切れ発達の場として適ウているては五年︑十年という息の 三回目となる今回も役
もなされていっ長のではな
えたぞ﹂﹁燥つてお母きん
話ぎ
いでしょうか︒
員きんが中心とな？て︑
に見せてあげよう﹂と︑景
品をもらうことに患義があ

きが始まっています︒

り草した︒前

ご両親は︑なんとしででもます︒
周知義務を怠った国の年金作業所では︑諸所暑がグル同・加入を呼びかけてい
彼に年金を発けさせてやり 当時︑学鹿の屈民年金加行政め陪乗だといっても過ープホームを利用する際のます︒ちなみに︑会費は

れていますので︑ご存知の した︿ごJのような状況の下
る学生課年金障蕃考の間隠き後の嚢誓藻に向けてグ さんの﹁鳥羽秀乾さんの 含め計八つの作兼所が参加り移動し︑着いた波止場め
方もあろうかと思います︒で︑生涯を負い無年金障香は︑国壷屋壷をいいなが ループホーム作りが急がれ障害基杜年金の受給の実
すぐそぼが淋登︑そし

受給の実現を支援する会」結成

もみじ作業所に鳥羽秀範り組みを

〜制度の谷間をうめる取り組み〜

さんという≡十一才になる進めてお

もみじ絡祉会ニュー・ス
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