1．仲間（利用者）の生きる力の充実と生活の貨の向上を目縮
します。
第一もみじ作業所 2．地域の盆暗と福祉の向上への貢献を目指します。
知的障害者授産旛簸（適所）
身体障害者適所授産施設 第二もみじ作業所 3．事業の民主的な運営と地域の諸団体との協力・共同を大功
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今年五月に開通したしまなみ海道￠今は旬

るだけでおもしろい綱引き大会
それからパスは道後温泉ホテ

ありと︑あっというまの三時間︒
とばかりに︑さっそくもみじの一泊旅行にも ル﹁椿館﹂へ￠夜は︑みんなの
一番のお楽しみ︑大宴会〃 最
現後申ディスコはちょっとエネ
採用︵？︶となりました︒当日はしまなみの

ル車−切れの感ありました宕
地応援に駆けつけてくれた今川

明に﹁わーすごい﹂﹁きれい！﹂とも

海道を渡っていく時はガイドさんの説

得した気分になり︑それぞれが

太鼓が披露きれたりでちょつと

だけかなヱ8夜はロビーで水草

風景を眺めていくのに絶好の天気pメインの

うルンルン気分の仲間たち︒穏やかな

安らかに︵ヱ眠りにつきました

喪日は︑少々地味な感じの遊

も予想以上にアップダウンのきつい園

キューでおなかを満たしたあと︑これ

では︑予想以上のボリュームのバーベ

係きん︑宴会係さん︑しおり係

おもしろくしてくれたパスレク

なみ海道︑帰りは⁝︒旅を三倍

広島へ︒行轟は大騒ぎしたしま

園地﹇梅津寺パーク﹂

内をグループで散策︒気持ちのいい眺

の楽しい患い出づくりを手伝っ

そして仲間

さんありがとうぎ

で寄った瀬戸田の﹁シ下ラスパーク﹂

を充分に感じさせてくれました︒途中

瀬戸内の風景は心地よい旅のはじまり

くんも参加して︑衣装を凝らし

めをパックに香りの館でいろいろな香
管楽しんだり︑とれたて︵？︶みかんの生

たカ
ジュースを飲んだりとのんびりと過ごしま
しラオケあり︑爆笑連続のこ てくだきったボランティアさん

隠

きました︒今年のコースは︑仲 た素晴らしい？ショーを

の仲間と職長に

部︑高所恐怖症

イから見学や一

しゲームにや

ケに間違い探

では︑カラオ

バスめ車中

り︑この度もみじ作業所に改修

ピアノを寄贈いただいた﹁河野

康弘さんによるお披露目コン

サート﹂が開催きれ︑演奏の最

後には急遽仲間も﹁ピアごスト﹂

に︒﹁芸術は爆発だ﹂とばか

りに太いに盛り上がりました︒

恒例の生協ひろしま虹のコー

ラスや上河内神楽団のステージ

はもとより︑日用品バザー︑食

バザー︑自主製品コーナー︑遊

びのコ−ナーなどなど︑ますま

八月二十一日出恒例の夏祭り︒す盛況め内に終わりました︒

さらに多彩を催しです︒ 青島女性会をはじめ実行委貞

んと作業所隣望口島西第二公 会に参加いただいた地域の諸団

華麗なあるいは遊芸術的 体の皆様︑町内会の皆様︑そし

ピアノの音が響藩ました︒てボランティアの皆さん︑本当

幅広く精力的に活躍きれてお に有り難うございました︒

けつダームに風船送りゲーム︒

たくさん乗りました︒

たくさん買い物しました℃

いろんな仲間がいました︒

﹁何も乗らんb﹂

﹁タイタン乗るご

﹁買い物する︒﹂

暑い甘薯い自著い︒

スぺ−スウールドー

−十月二日︑

君︑豊久さんお疲れ嬢や

宴会担当の鈴木者︑跡野

んな盛り上がつたかな？

十月一日︑噂れ︒やったー︒いぎ︑九州に向 年に一度の大イベントです︒み

ルドコース︒何か不舌な予感が︒

分もサイコー︒カラオケ︑どん

瀞竃重苦貰慧遵奉慧還埜還啓慧農産課違堅賢琴芝違重患

の人はだれだゲームあり︑見て 本当にありがとうございました

フェリーで小豆島に渡り︑孔 大いににぎわいました︒

大行事︑一泊旅行︒今年もたく 六名で賑やかに行って来ましたβ演やボランティアさんによる﹁組み紐魂﹂
さんのボランティアさんの協力

間の人気投秦の結果︑小豆島・ 見学︒

はつらいひとと

んやの盛り上

疲れ棟申

乗

けて出発です︒

泉・スペースワールドの三コー 画のセットがそのままあ

きでしたが︑お

がり瓜バスレ

雀圃で孔雀の飛行ショーとい′ウ 二日目には︑まず︑名所・寒霞渓を甘−プウエ

スです︒春男行委員会では︑仲 あ﹁二十四の瞳映画村﹂へ︒

土産選びに精出

タ係の小西さ

次ほ﹁二十囚の瞳﹂の映

間たちが分抱して職員と一緒に ボンネットバスに乗っ美

しました︒
ブ園でまたまた

1長府塵取−

ん︑笹口君お

ます︒旅行が近づくにつれあち 自由に楽しみました8

お土産を買つ

たりと係の仕事もけうこうあり たり︑ラムネを飲んだり
こちでしょつちゅ・う係の打ち合 稽舎は︑仲間からも点

長いバスの
一路広島へ︒

それぞれの仲間が︑それぞれ

放でちょっと疲れ気味の仲間もホヅと︑ひとい

厨

始まりです︒ちょつとアルコールも入って︑気

張∴

でl

フレッシュ︒また︑来週から頑

もまずまずの日和で身も心もリ

の旅行でした︒心配された天気

される詰ももう旅行一色という だうた﹁オリビアン﹂と

君︒にくい︑にくい︒

き︒バスガイドきんと手をつないで散歩の森坂 の楽しみ方で過ごした一泊二日

楽しみにしていた宴会．では︑

行く前の気持ちから始まるんだ なかめホテルでした︒
よなとつくづく患ったものでし

カヲオケや草食い競争︑一部に

卜竃少
羨︑
会†
坐且島に旅行したことのある仲間も
な集く
︑それ
ぞれに楽し羞だったと患い葺
いよいよ︑仲間め楽tみにじていた夜め宴の

うのは︑こういうわくわくした すぼらしい︑リゾート風のなか 自型警護の前に列が．できるありきまでしたが︑

サービスエリアに入る鹿に
かんじですや旅の無しさうてい いうホテルです︒夕陽も景色も で飲み物が手放せず︑

とにかく暑く

わせをしていたり︑普段に交わ くて良かった﹂と好評

俵後にオリー

企画を考えたり準備物をそろえ り︑海沿いで写真を撮つ

を得て＋月一日︑ニ日と行って

l「＝：1

タ

l∴■＿

rヽ

′§

台風一過で︑急きょ予定変軍のスペ−スワー
ホ豆島グループは︑総勢三十 大好評を博した職員劇団による演劇﹁虎さん﹂公

ぎぎ雲一−毒jき■きー一三一．きー■−−一雪■−き≒蔓看■宣室⁝きー1．■誓−■⁝一

押た︒

■●

みんなが楽しみにしている最

行

しまなみ奄メインにした道後温

掛離別那緒挿漸剛舶用職測軌耶弼挿
専蹄燐：鱗璃紡闘燐罰碑硝囁萌憐

な 園 な 今
？に
回
は

で
韮
ん
だ

小
ルド
ス
み

た〜／

遊びま
た9
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な
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4．これらの実践の穿となる、職長の、障害や発達保障、福祉
や障音者達動についでの専門性の向上につとめます。

1999年1文月

公としで蒸らせるための総合的な権利保険を目指しト以下
皇二取り組みますタ

①
もみじ福祉会

にします月

つばさ

グループホーム

私たち軋謹書者も含めた地域で生活するすべての人たち
文化的で平和な環硬の下、自らの心と身体、そして人生の
発行／社会福祉法人

もみじ福祉会 ニュース

1999年1望月発行

もみじ福祉会ニュース
川 帯20号

1999年12月発行（2）

き金ニュース．

﹁緊急一時預かり・レスバイト夢見訂＝介謹負担軽減︶寄集﹂

いのが現状です￠
しかし︑仲間や保護者の立壕
に撃って事業を続けていく

砿ずかしがりやだけど好奇心は一杯で︑チヤ⊥︑；グ患姉

凄んや仕事はさをり織りをやっています虻

今年度は旨−冶貪会長に︑童の仲間め会め役員に七大

催し二せヰの時間が少ないのが悩みなんよqもぅ少し︑㌢を

Q役員をするようになつてか

各を抱の仕事はやってないかも︒慣れた身の家がいい︒嫌が側

と立ってやる仕事は向いていな

そうきま1−・申みんなでしたせ

ゆつたりとした雰囲気も︑ごち

の入札︒食事だけでなく景色も︑

には満腹で苦Lいーという表情

た行違たい！﹂と大満足で︑中

おいしい物が一杯イあんな﹁ま

いてみたいね1・

﹁一〇年後﹂の矢野さん︑のぞ

●●■●

他の仕事に行きたいけどずっ ら大丈夫だと畢っよ︒

し︑お金も貯めていって︒だか

澄をりは若い人にゆずるよ◎家 にいるし︑食事も鼻で作れる

るようになりた︒

えなかつたけれど︑少しは言え

⁝ミ前はあまりハキハキして看 で仕事してるかな︒

わ？たことはある？

⁝⁝ぉばきんになうてるなー︒ ム確慣れないし︑やっぱり住み

￥h■＝冊−・庄川い一

てくれました￠

と言う東野さん寧その仕事の合間をぬサてインタビューに答え

財源￠確保が必要となってきて

グループ

り菅をする仕事の博聞か漬菜が出来るようにしてほしいな㌔

きをり療剋

矢野紀子さん

おり︑行政からの支援が欲しい
と怠っていますp

環境を
少し
安東てみて
保護者林＋⁝妙子
最近娘の調子が良くなく︑パ

でも︑男性職員に対しては︑ いし︑今は就級維や癒しいから

撃っばり恥ずかしくて宿っよう ね隠

ニックを起こすことがしばしば
あり︑しかも医師に開いても鹿

に亭見ないんよQウフラ

住むところは︑ダル＝−プホー

田は分かちをいという状態です

Q今のさをりの仕事は好拳？
ずっとやっていきたい？

⁝⁝うーん∵巻をりの仕事は好
きだけど︑でもウープロとかパ
ソコンを使う仕事をしてみたい愈
練習もしでいきたいな一心
ロ一〇年後の自分はどうなつて
いると思うり・どんなイメーヴが
浮かぷかな︑？

食事脚‖ヴルトプ

7名参加

9∴9．mプリンスホテル
間

ころで∵ちよつと豪華＆優雅に

レストランではズ

二千円めパイキンダに

いる職員きんが本人の意向に出

過ご老うと︑みんなの意見はプ

チッと並んだ料理を葡

普段あまり行かないようなと
来るだけ沿つ吏相応しそ下さる

リンス牽アルに一哉しました︒

に﹂様にツワソワあく

きな物だけを選んでい

サ﹁ビト−

も町舌︑射べら誉纂な︑憂

L臣h′．■し．へ▲ゝ㍗トト︻︻

る人︑お皿に彩りよく
Fし夕ぎ鍔．9−．・■．1一−﹁をー一一︳︼L簸川T．▲リ．さ′−．．持とし﹁

は何Lて過ごそうか等々︑準備

あるめかを︑そ野金額でどんな わく￠お肉を中心に好

決定しました︒

からか︑とてもいい表情で帰つ

自分たちの費は毎月どの縫

てきます︒
冒常壱は環境を少し孝告言
とで︑本人も気紆転や計れ為
よう管す︒

展示会もやるから蜘竜野駈媚

娘は作業所から帰ると親と
ず？と一緒に過ごす毎日ですが

妹︑一九九六年八月より︑もみじ福祉会の萄日の藁としてスター
トしました︒

本人の心平体に何か変化が起

この事業は︑保護者の方が冠婚葬祭や賛などで象を留守にす
る時︑仲間を一時的に預か思藁です9

レスバイトでほ裁と離れ︑適

祝電利用対象者はもみじ作賢所に適所している仲間で︑ひと
こっているめかもしれません︒
月め上限は全体で三組四日と撃ってい要す由

要求に
応える
ためには

度な緊張感私あり︑毎日凄して

主にもみじの家の専任職展二名第性一女性こで対応してい

多様な
利用に
こたえて

ひと月3泊連日を上限として

ますが∵場合によっては作業所職貞の協力を得ることああります8

事業が姶ずって三準が経過し

て利府音数も増え︑利用経過も やってきていますが︑習増

始まったヨ′

／

に遥灘聯ガ義男周東床．7老境力仁も

あります︒

す八対
せ一亀
窒︑山
几・して∵Ⅴ−少■︐才頁￠．﹁ノ
に成￥ズら針老†て′ノに矛オ車に
一
しそいくには︑まだまだ援助す かし︑財政は厳しく︑
ーL

1↓′

ふ∀のパンフレットやレス
トランの広告を見ながらあれこ
れ考えた結果︑草華と洋食め二

⁚・・・・⁚

それぞれの慣性がお皿

の上に並びました︒

大義な窓の外には青

映画宙ヴルーフ

曾／柑．mアルパークシネマ

仲間 ち名参加

かないと︑なんとか納得しても
当時はあいにくの爾︒でもみ

んを元気よく出発しました︒らい︑も︑ヱつ上映きれていた
まずは昼食や豪華ランチとまルポケットモンスター″をみる
ではいきませんでしたが︑フこ
ァとにしました￠

ミリーレストランで思い思いのいよいよ上映時間︒申に入る
と菅磨らず︑ナントそこはも
ものを注文し︑食事をすませま

みじ作業所の貸切状態1上映中
した︒
は場面に一喜一憂する人︑日頃
そして︑さあ︑いよいよ本日

の疲れからか梅子の座腎心地の
のメインイベント﹁〝金田一少

ごし方も後々やした︒

年の事件簿抄だー﹂と醜悪へ良
￠さかちか熟睡している人と過

が三岡あ然−︐！号︼には﹁午

大アグシヂントはありました

が︑まあそれはそれや楽しみ上
とても残念が為仲間もいまし
手な仲間たち二でした！
たが︑このまま帰患わけにはい

で︑終
⁚前︑
J了﹂の真裏が⁝ざ中

した。
さあ、どうだったかな？

また︑泊を伴うものだけでな る仰の体制が不十分であり︑独 かるお金も世帯人の方が工夫き

上由晴男轟

すさも考えて6つに破り、一
人一人どこに行くかを選びま

お店に分かれ︑それぞれ約 い空と海︒目の前には

⁚⁚・

いよも＼よスタ十卜しました〃

く︑﹁休日の草間だけ利用した 自め事業であるために財源も厳 れ︑やりくり草れているような
い﹂﹁自宅に畢て食草づくりを しく︑なかなか広がりのある取 ので︑なんとか充実してい善た
り組みにしていくには親鱒の多 いですね︒

⁚

工夫レ、自分が働いて得た給
料やボーナスを使って自■分の
要求を美観・しようと廟し合、、、

しで欲しどなど︑内容も様々
になってきでいます︒休日の利
凧は時間妙に余裕もあるの℡︑
仲間の希望する余畷活動青島
に行ったり︑ショッビングに
布つたりなぎをして過ごして
います︒
また︑緊急一時・レスパイー
が宿泊訓練や生活自立訓練など
と重なってしまって︑もみじの
家が噂昇ない時ほ︑やむを得ず
作葦断に泊まる三ともありますむ

新たなとり
＝ニ湘弼鱒弼碗約弊・享∴■㌫幣打三

力も借り紡がら少しづつでも

．．・・． ・： 主．1・■⁚㌧・−・・：⁚・−・■・・て ミ・こ⁚−・・一・＋・−■・！−・ J⁚・卓・・ト・＝⁚I⁚・・・・⁚I

で甘難しかった要求別の活動中
であ、ボラ・・ンティアさんの

州‖V▲寺几芸事nVi讐八じ垂︐∧V参入ui署nV■苧∧Vニ書流uY羞青草董▼∧‖Y主事見‖V主著−∧u！主要展‖∨■書−▲‖‖U三∈蚕・■‖V■亭

凰圏

人公﹂とした巣鷹を高めること

機能は大きいと尽いますやまた
施設で問われるのは︑仲間を﹁主

人権侵害を起こきないチエツク
機鰭としての役割など︑果たす

一丸九九年九月二八日
玉催 広島県知的障尊者愛護協会

嘉師 社会福祉活人潮の金線合施故屋

施設発の礫利擁護活動とは

蟄竃億製品褒盈驚謡学芸

絆邑一畳≡星雲一l≡l一≡≡萱研修報告墨書毒害l誓≡≡≠肇

田

出品

呵錮㈹ l■磯合

18日 おやかけツア【

数ある要求の中から動きや

所寮井上一蕗

（−21日）

9ダユ8まや

で＼は、あるい腋作業所全体で
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です︒

ではと思ったりする今日この噴

ています︒ ずーと無事故記録更新中です︒ て∵なんだが自分が要らないの
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い︶となっています︒

艶

の心配や疑問について少し曹き を企業の新たな産業・事業分野 財政基盤を保証するものではな
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