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5か年計画の推進を＝
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認可を得ました︒また︑これに
伴う生活支援関連職員体制の充
実により︑﹁緊急一時﹂や﹁レ
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仲間の高齢化にともなう二次
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スピット﹂など︑高まるTもみ
障害聞琴への取り組みとして︑

t

じの家﹂利用のニ−ズにも 疋

︳

支援カの弱体化が進む中︑もみ

程度応えることができました︒ 九九年度から︑広大医学部保健

年を経るほ︒どに保護者の生活

じ福祉会の﹁将来構想﹂の英領
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次や課題であるグループホー 学科助教授・八田先生所属の研

を支援する会﹂等の運動団体へ
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障害実践交流集会﹂や関係学会
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ム琴一号や身障福祉ホームの開 究グループともみじ福祉会との

の参加︑生活支緩関連施設用地

■

将来構想第一期五か年計画も

設の推進については︑広島市を 間の共同研究をスタートさせま

を求めての対市交渉など︑個々
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いよいよ三年目に入りました︒

はじめ関係諸機関との交渉や︑ した︒この内容や成果について

には活発な動きがありました︒

︳

地域生活支援体制の充実にむ

保護者会への協力要請などに取 は︑共作遵の﹁全国重度二重複
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けては︑九九年十月︑﹁五か年
り組む中︑グループホーム弟2

の要求運動の組織的展開の中心
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事業の﹁章Lとなる
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人づくりを
■

会﹂の充実は不充分な状況に終
わりました︒
社会保障・福祉の後退が予想
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される中︑また︑広島市の障害
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者プランが中盤を迎える中︑取
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のボランティアきんと一瀦に公

園清掃をしてきました︒﹁障害

者が町にでてボランティア活動

をしよう﹂という広島市からの

委託によるもので︑中国新聞で

も紹介されていたので︑ご存じ

の方もおられるのではないで

しょうか︒

当日は春が来たなぁと感じら

れる白和の下︑それぞれがほう

きや軍手を手にして公園内をま

わりましたβたくさんの空き缶

去る三月二十五日出平和公 や吸い殻などが落ちていると

職員あわせて二十九 広島の観光名所だけあつて︑ゴ

園にて︑もみじ作業所の仲間︑思っていたのですが︑さすがに

■

ん︑ごくろうきまでした心

がっていました︒本当にみなさ

仲良くなれた﹂といった声があ

張った﹂︑﹁ボランティアさんと

終わった後の感想会では﹁頑

六個分にはなりました︒

めたゴミはそれでもゴミ袋五〜

言いながら︑一時間の掃除で集

﹁あんまり落ちてないねえ﹂と

た︒

落ち葉を掃いて集めたりしまし

フォードジャパン広島 ミを探すのに一苦労︒仕方なく

二考
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計画﹂第一弾であるグループ

号の物件として︑広島市特別公 にも報告していくことになって

となるべき﹁福祉制度改善委員

共賃貸住宅二戸の
確保の見通しを停
ました︒一方︑身
障福祉ホームにつ

■

という点では︑九九年度︑﹁人

人材育成・職員の資質の向上

暮

基盤をめぐる社会

り組みを強める必要があります︒
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事委貞会﹂を立ち上げ︑その体

■

財政基盤石しっかりと−
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福祉情勢の変化に
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名 保
が譲

討が必要になって

よりきめ細かい検

に加え︑新た二に議席先生を招い

白石先生を超いての事例検討会

めていくために︑五年目に入る

が生まれました︒

定されるというかつて無い状況

より自らの人生の

主体者として
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きません︒今後︑人員体制や空
ての発達保健についての勉強会

営財政委貞会﹂の具体的な動き
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いく努力と工宋が必要です︒

二〇〇〇年度は以上のような

をお願いします︒

たいと思います︒皆様のご支援

ようとしている今︑将来構想を 仲間の妾求や意欲を大事にした

その一方で︑障害の程度や種

してきています白

成果と反省にたって歩んでいき
確立する事が急がれています︒

うだけの財政の見通Lと基盤を

はじめとする私たちの必要を賄 魅力的な取り組みや試みが発展

祉における公的責任が放棄され のリクエスト化﹂など︑年々︑

会︵ひまわり舎﹂︑﹁クラブ活動﹂︑

日常実践においでは︑∴﹁自治

今後とも︑関係

をはじめました︒引き続き研修

を作り出すには到っていません︒ ﹁ボーナスの取り組み﹂︑﹁販売

■

間上め制約︑家庭環境の変化な

者間での夢や理想

を重視し︑職員個々および集団
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や理念を語り合う
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間に必要な取り組みを実践して
力強い
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﹁要求運野の廉恥を
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さんの障香基礎年金受給の実現

共作連︑広障連︑﹁鳥羽秀乾

︼

社会福祉基礎構造改革など福 部の授産化の試み﹂︑﹁一泊旅行
者全点の納得と見
通しと共感関係づ
くりを大切にしつ
つ前進させていき
ます︒

■

的力量のアップに取り組みます︒
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場面づくり︑関係

後援会からの力強い支援は継

います︒

の確保についても︑的な発達観についての認識を屈

営財源や人員体制

伴い︑開設後の運

いては︑その運営

しかL︑本来︑もみじ福祉会

ホーム第一号﹁つばさ﹂が国の

おり︑期待されるところです︒

新人2人が自己紹介（自治会主催のお花見会にて）

「もっと福祉の充実を！」著名もカンパもいっばいいただきました
【共作連署名活動ガンバルデー 4／27 西区アルパークにて）

指目を上向の質暗盆と実充のカるき生）者用利（間仲．1

甘￠−＝Jl

3．事業の民主的な運営と地域の諸団体との協力・共同を大切
にします。
4．これらの実餞の嘗七なる、職員の、障害や発達保障、福祉
や障著者逓軌こついての専門性の向上につとめます。

2000年5月 弗2之号

殴
もみじ蒋社会

2．地域め生活と福祉の向上へめ責献を日指します。

しす。

第一もみじ作業所
知的障害者授産施設（適所）

紅たちは、障春着も含めた地域で生酒するすべての人
文化的で平和な環境め下、自らの心と身体、そして人生
公とLて暮らせるための稔今池な権利保障を月櫓し、以下の単
に取り組みます。
発行／社会福祉法人

もみじ福祉会 ニュース

2白00年5月発行

もみじ碍祉会ニュース
ぐけ第22号

2000年5月発行（2）

会ニュース

1999年8月発行の「がんばろうや」で仕事がない！の亭己事を掲載しました。あれから10ケ月…。

今や下請け作業に期待することは難しく、何か自分たちの手で作り出す事の出来る自主製品を考

ウェスとは︑自動車の修理場などで油を拭くために使われる
布のことです︒ウェスの材料となる布などは︑今のところ作業

クッキー・パンの仕事は何でもおまか世−・

ミスなく︑あれやりながらこれやって︑これ

採用された方には感謝の磯げキッスを

所の内部や近所の方々にチラシを配勺︑協力Lて頂いていますり

やりながらあれやって⁝とどんどん仕事を進

を募集中！

にがんぼりたいです￠

と働いて︑給料がもらえるよう

ので︑残業してもいいからもっ

か給料がないので少しさみしい

今のもみじでほ︑一万円位L

しいです︒

て働いて十万円ぐらい給料がは

ンのお店を出していつばい売っ

そして︑将来はクッキ1︑パ

ようになりたいです︒

を覚えておいしいパンが作れる

せん︒今の目標は新しい作り方

に変わってからは︑作っていま

ていたのですが︑新しい作り方

パンの生地造りも去年までし

やさしくて頼りになるお姉さんです申

めていきます心

キヤハ、リ ヰヤハツノ ただいま新しいアタナ

また︑できたものは無許可時代にお世静にをった西田修理工

わたしは︑もみじで働く前
は︑クリーニシグや掃除の仕
事をしていました鎖

クッキー・バングループ

彼女いない歴19年・・・ということは…

しかし︑これには限界があるため別の方法も考えていかをけ
ればなりません￠

で亨央がリ
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填きんに買い取って頂いていますP

禽
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どうやって作るの？
服の柚や襟を切b取る

︑凡⁚．−里ノ

今は︑作業所でクッキー・
バングループで毎日楽しく働
いていきす︒作業の内容は︑
クッキー・パンの生地造りな
ど色々な仕事をがんばってい
ます︒
特に︑タブキーの生地はレ
シピを見なくても作れるよう

ワァミコンも得意でパチスロとかオセ

ウエスの大昔さの型を書
いてベンで線を引く
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になりました︒

財セロゲームで胤で

慮
曹

操の上を八サミで切るか
苧で裂く

ウェスでかせ曹たい
そして︑一人一人が役割を
持って頑張っています︒職員の
閤では︑どれくらいの仲間がハ
サミを使うことが出来るかと心
配していました︒しかし︑チ訂
キチョキと上手に切る人が多く
てぴつくりしました︒
仲聞達からは﹁おもしろい︒
鋳けてウェスでかせぎたい！﹂
という声もあります？まだ始め

毛みどぞ句
配露琴べをl闘剛勘＝

ー■さをり縫製グループ

ね」ということで、色々討請を重ねました￠
そして、■リサイクルに視点をあてたアルミ缶つ鱒し ■ウェス作り ■健康志向の高まりか

らよもぎの入浴剤作りの取り組みを開始しました。

軽作者者

寄だひ月
たばかりですが︑色々な方の協
力を得なが象り組んでせた
いと患っています︒

■
†
オル綿製品（締100％）。たまっ

■
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ヽ

何より長期的な技術獲得なしには収入が得にくいものでした。
せぅかく新しい仕事を考えるのであれぼ「地域とつながりがもてるものがええよね」「ずっと
座ってばかりじゃのうて動きのある仕事がしたいな」「やっぱりポリシーを持って仕事をしたい

え、アロマ石鹸作りや陶芸などにも取り組んでみました8しかし、軽作業の仲間達には難しく、

l
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ぎいましたら是非おわけ下さい。

す。
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よくやります諸か対戦

E詣￡￡雷

盲レビでは歌番組も大好き。歌の大辞

テンが特に好きです。

もみじ確i

（3）集22育

障害臣

広島県初のろう重複博幸者の 目の流れを視覚的に︑特に給や

作業所アイラブ作業所からと︑ 身振りなビガリキュラム的に取

医療的ケアの必要な仲間三人を り組み︑コミュニケーションが

受け入れているたまご作業所か より豊かにとれるよう集団保障

とし

ら
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ャン∵ガ

す二ごい〜
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ご不要になった衣類
て困るというアルミ缶づ
よろしくお願いいたl

ま「

■

つぶしたアルミ由は大きな麻

■■■▲■−■ −▲ll■■■■■■ ■■ ■■ ■

︒

の収集袋に入れていきます︒﹁だ

いぷたまってきたな﹂袋を覗

き込む顔からは︑そんな声が聞

収集袋が一杯になると︑東雲

集められたアルミ缶を一本づ こえてきそうです︒

つ缶つぶし磯のなかに入れては

ペダルを踏んでつぶしていきま にある廃品回収業者へ納品に

納品に行つてきました︒

﹁すごか︑つたね！﹂⁝菰野っ

一

ものをとい︑ワニと

AHHO！
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ばかり先だってし

：′11巳 密遊び（中区杜協主催）
：18日 妾佐瀬区福祉草野所定紺秒間
・1アロ 宿泊調練
：19日 全館一斉害虫駆除

す︒一本一本丁寧に⁝心がけて 行ってきます︒先日︑初めての

はいるのですが︑気持ちが先

走ってつまらせてしまうことも

中森琴儀選

27日 くもみじ作業所・共作連署名活動

しばしば︒それでも缶を入れ続 た仕事がそめ場でお金にかわるや

間達はまた頑張ろうと意欲に燃

∴㌧．美扱

・4日 白石先生研修・事例検討会ト5日）

…

この不況をしっかり脱世していくぞ−！
みなさん 応援してくださいね！！

F［司園
：3日 広島大学医学部昇学来所、宿泊訓繰

ゾ

ガんぽります／■ヨロシウ
まだまだ取り組みを開始したばかりで、仲間が励
みになるよう寧収入を得るに至っていませんが、これ
からも地域の皆さんをはじめ色々な方とつながってい
ったり、仲間が達成感や自信をもって仕事ができるよ
うに一緒になって頑張っていきたいと患っています。

［憂］［享］

：タロ 市立草薙挙鱒見学来所
・訓自クッキー・バングループ皆賓授産所見学
：8日 生活自立酬議 A−5 ト18日〉
：21日 保護者会稔会
■z相 広島疾鱒より実習来所卜蘭日）

仕事おこし

まっていたことに

三1紬 ボラシティアフェスティ灼レ出店

気付かされました︒
始めに展観県のさくら作業所
より配食サービスの取り組みに
一方︑仲間の所得

：1（相 広三㈱エり実習来所
：12日 広島物産展出店ト1ア8）

ついて︑続いておりづる作業保
所障という大切な
より夢プラザで実績を上げた問題も考えていか

：7日 99年渡総括会談卜診，別

コースター作りについての報な
告ければと実感し
ました︒
がありました︒

・61］お花見金

冬作菓所の意見交流では﹁作 また︑﹁いろい

ろな作業所が共同
業所のもめだから売れるという
で仕事を考えてい
のに甘えてはいけない﹂﹁仲間
の取得を上げていく意識が低くべきだ﹂という

い﹂﹁言所の施設だけでは限静もあり︑これか
らの取り観みに新
界がある﹂といった厳しい現状
たな方向性を与え
を指摘した墾召がありました︒

てくれた分科会で
私の中で﹁仕事おこし﹂につ
いて考えていく際には︑仲間し
にた︒
あつたものを・地域とつながる

けて最後にはペダルが踏めなく そんな貴重な体験とともに︑仲

なった！ということもありまし

えるのでした︒

2088年∂月 TT

：獲日 大付さつき作業所見学来所

箪

シ
き

中国ブロック研究交流

F

「

ガシ

間

共同作嚢所全国連絡会

日

わ

ミ

た︒トホホホ⁝

らレポート報告がありました︒ することが必要だと思います︒ 作業所が担

助言者の方は︑重度董複障害 働くことが軸になりにくい伸問 うべきとこ

の方のコミュニケーション手段 やリラクゼーションがより必要 ろは何処ま

は非常に限られたもので︑それ な仲間にはそのようを集団保障 でなのか考

を私たちが日々の実践の中で発 が求められるのではないでしょ えさせられ

た分科会で

また∵作業所により専門性を した︒

見していくことが大切であるこ うか︒

と虻労働が主体とならない人た

ちをどうするのか︑・これからの求められる時代が既にきている

作業所指導貞も医療行為をす

作業所のあり方が課題であると と感じます︒

V︑われていました︒

コミュニケーション手段がな るべきと報告者発言がありまじ

かなか取りにくい仲間達には一 たが︑作業所の理念とは何か︑

ミ
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■ 生活自立即絆 B−5（−21日）

F

：3日 フラワーフェステイ′ヰル出店参加ト5即
t15日 司法修習生実習来所
：1聞 防帝奉読学校見学来所、内部監糞

211］ははたこう変種会（共作連虹の会）

㌍日 司法賭習生見挙実習
生議自立酬確 e−4（−25即
24日 ＃1国防災朝練

■■■■■ J■国弘＼懐きん
t
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：1叩 広島義教よサ夷習来所卜2聞）
：20日 ふれあいネボーッ広場参加
TZl日 広島帝療育ポウリンダ大会参加

絡日 ダイキヤング（親子共同）
27日 地球にやさしいiTl広島出店
28日身障者スボーッ大会参加
邑9日 ＃2国都請負食、第古き回理事会

細目 クラゲ活動

l

−●印刷グループ

24日 世羅フレンドホーム他見学来所

今年の三月に高校を卒業しました。

F

今tまケリキーのシール鮎りを頑張っています。

：1日 園弘君実習
：7日 印刷グループひとは作業所見学

革椅先生発声診断と鱒修、戸倉若菜習
生活自立動線D−5′ト9日）

：9日 仲脚線診 第2匝帽、宿泊訓練
：畑日 中別、3年生見学来所
・ユ4日 生活自立訓練 C−5ト16日）
；23日 第g回防災酬粗相泊訓練
▲24日 生活自立訓練華了式

之7日 第1回評議員会i綴詑潮理事会
29日 定期防災点検
知日1的9年鹿「年度末発表会」

好きな食べ物は、あじの開きとサケとウナギと豚肉と鶏
肉と牛肉です￠
好きなテレビは金田一少年と名探偵コナンとさんまのマ
ンションと金曜ロードショー・ゴールデン洋画劇場です。
よろしくお願いします！

やじつ官主

◆葺己念講演◆

一「海」と歩んだ十年一

読師 西原由美さん

利用料負担が生じるという奇妙

（広島市菓匿光町2、一1−14）

な問題も起こってくることも付

広島県立生涯学習センター 2F大研修室

け加えたいと思います︒

政府関係者は︑心配だらけの

自治体によっては︑このよう この介護保険について﹁不充分
なケースに対して公費負担で対 な点の手直しは∵やりながら考

保険によウて十分なサービスが 考えるということだ﹂とは国民

ビス内容が良くなれば良くをる

慧もみじ福祉会後援会第一同総会
熟仇高．。∴．二．⊥てた。仁rこ

鴨竜巻と介鶴鴨鵬

る

という形で行われることにな

としてすべて介護保険の給付 よるしかありません︒

必要な介護サービスは︑原則

よく考えて走りだしてほしかった⁝
国民に︑保険料と利用料を払わせる上︑受けられる介護サー
ビスは今までより低下するのではないかという強い不安を与ぇ
ながら︑いよいよ介護保険が噛まりました︒この不安が︑障害

・囚十歳以上六十四恵までの要 応する事を決めているところも えていけばいい︑つまり走りな
齢による特定疾患を原因とす いう話は聞いたことかありませ とい？ていますが︑始めてから

介護者には初老期痴呆など加 ありますが︑広島ではまだそつ がら考えるということだ﹂など

保険組合︵広島市の場合で︑

サービス内容に応じた介護

受けられたとしても︑今後は利 を席鹿にした静だとは思いませ

介護認定審査会忙︵都道府県

ほど利用料がはずみます︒
一般的に︑生涯賃金の低い障

んか？！

サービス料に変わる

一人あたり幾らの措置費から と判定された瘍合︑仮に︑介護 いることに対して﹁走りながら

・老人ホームなどへの支払いは ﹁要支援﹂ぁるいは﹁要介護﹂ その前からいろいろ指摘きれて

ん︒一方︑要介護認定において わか？た不充分きならともかく︑

る人にのみ適用

天引き徴収
・給与所得者の保険料は健康保

とができる︵一審性︶

に設置︶不服を申し立てるこ

・保険料は︑年金や給与からの ・介護認定に不服があるときは 用料の間置がでてきます︒サー

は事業主との折半

・保険料は︑被保険者と固また

己負担︑囚五％が公費負担

・財源は︑一〇％が利用者の自

三千八十円程度︶

・保険料の設恵は市町村と健康

者の分野にどのように現れているか︑少し見てみましょう︒

本題に入る前に︑介護保険制
度のあらましについてもう一度
簡単に振り返ってみましょう︒
そのポイントを以下に列挙しま
す︒
・四十歳以上の国民は強制加入
・運営は市町村
険料と合算して徴収

・障害者などの保険料は︑市町 ・障害者も六十五泉からは︑必 害者にとって︑保険料や利用料

ます︒また︑広島市が実施して

制度を設けるように要望してい

得者を対象とLた保険料の減免

私たちは︑介護保険にも低所

要な介護サービスの給付は介 の支出は負担になります︒
護保険から優先的に給付され
ることになる

．・当蚊㌻∵小

いる﹁重度心身障害者医療補助
必要なサービスがうけられる 制度﹂と同じような利用料の補

2000年7月8日出13時30分〜16時80分

4月10日より調理場の
補助でお世話になっている
井原です。半日という短い
時間ですが、現さんの手助
けが出来るようにがん
ばっています。
また、皆さんの鹿と各前
を一日も早く覚えたいです。
よろしくお願い致します。

整原妙子さん

1 ⊥一・−・・・−■

・サービスの上乗せや療出しは
自由
村により直接徴収
・保険料が私えない場合︑その
配偶者や世帯主からも徴収
・災害などの特別な理由で一時
的に負担能力が低下した場合
などに限り︑保険料の減免が
認められている︵低所得によ

助制度についても要望していま
必要なサービスがうけられると す￠

る減免措置は設けられていな か？ 利用者負担は大丈夫か？
・・−1

もう一つ︑第二号被保険者で
たとえば︑要介護認定におい ある四十威から六十四歳の障害

・保険料は三年ごとに見直され は思いません︒
ることになっている

・保険の袷付を受けるには要介 て﹁自立﹂と判定された障害者 者の場合︑一般の障害者が︑今
受けていた福祉サービスがうけ の範囲においては無償で福祉

護認定と介護サービス計画︑ にとって︑介護保険導入以前に まで通り︑所得など一定の条件
一都の自己負担が必要

・要介護度ほ︑六段階に分けら られなくなる可能性が高いです︒サービスの給付が受けられるの
スをうけるには全額自費で賄う 障害者には介護保険による福祉

れており︑設定は︑半年毎の このような場合︑必要なサービ に対して︑特定疾病に該当する
更新が必要

・六十五歳以上の要介護者への か自治体からの公的補助制度に サービス給付にともなうー郵の

●ごあんない●

初めまして。
4月10日よりチューボーモ
お世静になる事になりました
高木です。
A型、山羊座、動物占いは
ど−バー！です。46歳です。
毎日バタバタしていますが、
気軽に声をかけてください。
よろしくお願い致します。

舞20号（4）
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