の用イ）

第ぇら号

もみじ編祉会
勝

理事長

世紀を迎え．て
浜崎

l

l

現状を鷹狩す為ことす短靴し︽
現世紀が文化 代に隼人し蔓篭﹁毒づノ煮匂﹂

い状況⁚を強いられ冬不安が菅傘︑もみじ件葦所は︑身障韻−

蘭髄承と落果と の適展とは素腹に︑弱者が厳後
し退す牽妄につながりますか
併せて﹁戦争の

ム︑ダループ赤−ふ︑地域交流
ない平和・で↓人ります
スペ−スづくりに車ヤレン常し
紆とサが大潮に はなぐ﹁生活の質しを商粉尋た
ています︒そのたぬに必要な約
應に∵轡毘ず喪求しチャレンジ
き乳恕L﹁心と

二億の自己貸金ぜくりに﹁夢づ
入梅㌢の世紀で す営﹂とが大切です︒多くの人

感り応援団﹂の呼郡かけに取り
あち隠ばと息い ほ︑障春着限その生き方に共く

∵み
てで
﹁いか
達す①一緒にがんば勺
ます︒そして︑ し受像す姦秒です︒け㌧やし観

ま′Lよう︒
障尊者福祉にか わい営っ・きのどく﹂と応優し

御世紀を迎え車した︒様々な立場や年齢庵︑そして個人として︑
それぞれが釘世紀へ向けての夢や決意を持ったことと思いますり

ゎる開港や勧向

権†自由にかか

課題にチャレン∴⁝yし練けないと

戦争や平和や人 わわけ作業所は︑観えず新た凌

かわ各私たちは﹁てい慈ので綾ないはずです︒と

緒に越え共に生きる世代の仲間として︑老いも若きも大人も子ど
もも速いを越えて改めて﹁達搭﹂の絆を強めることではないでしょ
うか︒

によや敏感でな

身体睡害者の生活する「身障ホーム」、知的偉書巻の生活する「グループホー

ければと患いま

日も早く、安心して暮らせるホームがほしいと言う障害者・親の願いを
するために、皆様方のご支援をよろしくお願いします。

す︒

建搬を朗ぜして

そして︑すばらしい創世紀を創準し共に生孝るために︑力を合

人化やグループ示−ムづくりが

J∵宣∴豊か忠生きる

一時やレスバイト利用も可能）、また坤噂の人にも利用していキだくため
交流スペース」の合築施設建設には、約2億円の自己資金が必要です。

わせたいと暴います︒

過装上欄璽菅−

の背景として︑﹁20

自分らしく

内容はともかく︑一番肝心なことは︑百年に一度の区切り目を一

うか︒

紀の時代の流れを背景にじたも

の世紀だった﹂こと

2億円Q賞金づくりにご協力を訊＃いし手す。

来の腰点にいて進展しました虻この実現も郡世
布所・福祉会にとっ のであったことは間違いありま

薄れているかちではな
障算惹社の﹁静づくり﹂ほ
はどうあるべきで せん①
しかし︑一方では20世紀は︑
蜜思えてなりません︒餌竃
世嘗確実に広が？ていき
出発には︑これまでの 少年による陰惨な殺人事件︑後 特徴づけるマスコミの特集 ますご﹂とばは悪いのですが﹁の
をたたない大人の犯罪や収賄事
の蕗識が弱いように思い れ粗雑準心配はありません︒

ら 課題︵過去・現在︸を踏

七で高められていく21世紀とな

ます︒戦争は︑人が人を大量に む督︑人間の尊厳が守られ人
展望することが大切 件︑そして環境問題︑教育閉塞
など︑人間のありようや心の殺
問し合い︑人の生命と人権が最 阿摩して豊かに自分らしく生き
轡末には︑マスコミを適して
思ための﹁生活の質﹂が︑果た
も粗末にきれる争いです8しか
題が闘われる﹁ソフト﹂面での
も︑殺人が合法的に認められ奨
即位紀を特徴づける様々な状課
況題が塀発しました︒これも障

励される最も残酷な仕組みです︒瀞のでしようかや心ゐバリアフ
閻特集されました︒謝世紀ほ害
︑者福祉が串や制度づくりの進
悲惨さから言えば最近の多発す リーの開港は︑﹁効率化や便利
新幹線や高速道路などの交通網
展と併せて﹁生括の蛍石OL︶﹂

ります︒利潤追求の目玉として

ことは歴史が証明しています︒ 不安で心配を状況がたくさんあ
さらに︑多ぐの戦争は︑ヒユ−

の福祉産業への企革の参入も更
に拡大してきます︒そして︑施
設運営も慈善事業やボランティ
ア精神だけでは対抗できない時

中風地方初の積金生活施設

豆．地竣の塵満と福祉の向上への貢献裔目指します。

身体障害者適所授産施設 第二もみじ作美所
グループホーム
つばき・たんはほ

知的障害者授産薙設（適所）

巨細l．2．け梅原司平さん【

や︑﹁心のバリアフリ﹂が問 る殺人事件の比ではありません︒さ﹂とイコールではありません．︒
の発達︒高層選挙アッシュQコ
問の生命と人権が軽んずられる その意味では︑老人介意間琴の
ンピュータなどの情報化・国わ
際れることと向じ根元をもづ人
社会で障害者が大切にされない 動向を食め︑福祉問題の動向は
化め莞展など︑給じて経済成題
長です︒
と﹁効率化■便利さ﹂が大きな
特徴と言え豆す︒併せて障害者

マニズムの名を借りることは
福祉も様々な形でバリアフリー
畠
据
え
尋
た
め
に
あっても︑凝滞力・権力を得る
が進みました︒もみじ作業所で
∵磯々浪費展のヰで︑なぜこの ための勢力争いです︒禰祉とは
も︑仲間や保認者の要求の高ま
裳うな大鼓な社会問題を抱え込 無縁で対立する醜いです︒
りと多くの人たちの支擾で︑法

いただいてもOKです。

番号0135絆

●件某所に持参して

★郵便振替
口座夢づくり応援団

●寄付個人1口 3，000円
団体1口10，000円

①

もみじ福祉会

3．事業の民主的な運嘗と地域め諸団体との鱒力■共同を大切
にします。
4．これらの巽頗の要となる、載員の、障害や発達保障、禰祉
や常幸者達勃についての専門性の向上につとめます
干7誠一OS23 広島県広島市中区青島粛2−124
T弘く噛2）243−0331FAx（8畠Z）243rO497
HP、：WWW．f11kuもhi−mOmiji■Or▲J、p

之001年2月

私たちは、障春着も含ぬた地域で生活する
文化約せ平和な環境の下Y自らの心と具体、そして人生の主人
黎としで蓉らせるための総合的巻権利保障遠目頼し、以
に取り組みます。
臓○鵬IJI
1．仲間（利用者）の生きる力の充巽と生活の賃率岡上を目増
し。
第一もみじ作業所
発行／社会福祉法人

みじ福祉会 ニュース

20Dl年2月義行

もみじ碍祉会ニュース
（1）兼25号

ハっも青草鴇らつ

どなど︑それぞれの役割に衰任

守全で
おいしい毛のを
私たちのグループは﹁身体に

安全でおいしいもの﹂つくりを

をも′つて取り組んでいますや集
中するあまり休憩時閥を忘れて
しまう人もいるほどです8

また︑自分の担当の仕事が忙
しい時には︑﹁〇〇さん︑交代
してー﹂﹁00くん︑これお願1

い﹂など︑状況に応じて自分た 目指して材料の素材にこだわり︑
ちで連携をとって進めています︒厳選されたよいものを使用して

物を取り除いた﹁純水﹂を取り

昨年夏より水は塩素等の不純

秋のバザーシーズンなどの繁 います︒
忙期は︑生産に追われ忙しい毎
日です￡しかし自分たちのり

ん添加物は一切使用していきせ

小麦はすべて国内産︒もちろ

くつた商品を喜んで頂けること 入れました︒
が励みとなり︑皆誇りを持って
仕事をしています︒

クッキーは︑定番人気のオリ

の

野津

芋さ胤

ブ さと ヱ

l

謝

もみじ作業所とのかかわりは
切︑
ったり︑飴を包んでくれるY

さん︑クリームの泡立てをらま
平成五年に生協ひろしま中区碍
祉委員会で作業所を見学した時
かしといてとS君︑黙々と細か

い作業を進んでLてくれるT君︑
からです︒障害をもちながらそ
お茶とコーヒーは僕の替と簸り
れぞれの仕事に真剣に取り組ん
切為E君⁝みんなもみじの仕事
でいる仲間を見て︑何か私にも

出来る事はないだ予つか︑とを
︒している時の顔と違ってリ

仲間が好蕃でお菓子や料理作

ロッケにTや？た﹂と笑顔︒

ラックスして楽しそうです︒
現在︑仲間めクラブ活動で生
協の登録ボランティアきんの協飾り付けがすみ完成したケー
力を得て︑お菓子や簡単な料理
キに﹁出来た﹂と歓声が上がり︑
形が不揃いだけどあつあつのコ
などを作っています︒

料理空フプでは︑仲間の自主

性を大切に︑仲間が食べてみた りが好きな自分が︑応援団の一

い物や作りたい物の希望に添う 入としてこれからもささやかな

ようにし︑出来るだけ仲間に作 がら続けていけたら⁝⁝と患い

ら⁚⁚⁚

業をしてもらうようにしていま ます︒仲間聖冗気をもらいなが

す︒少し不自由な手で果物を

21日梅原可平チヤリサイコンート

あ易−

クッキー・バングループは︑

ジナルクッキーをはじめ︑全部

ん缶

十名の仲間と職員四冬の授産グ

で十﹁種類の商品を展開してい

い蟹ガしい

ループです︒

売り上げ下降気味の夏の暑い時

ます︒なかでも特徴的なのは︑

その生地を成型し天板に並べて

期向けにと開発したちょつぴり

賓在、生協ひろしまの地域福
●≡■ 祉推逢妻烏として御活躍逼れて

材料を計量し生地をつくる人︑
いく人︑袋を準備し焼き上がつ

後援会副会長…と、†人2役、
い考、3役も4役も担っていた
だいています。

辛ロのチーズポキット︑アレル

28日 観音小学校バザー・右う学校文

た商品を詰めていく人︑使い終

馨漢学接見学変流、
5月 街頭労ンバ活動

・王，

ギーのある方でも安心Lて食べ
ていただけるポチピなど8いず

参加
求人面接令参加、
アイパル出店 9日 瀬野川中学硬他見単票所
ユ0日 香車中学校見学来所
菅園餅つき大会出店
㌢ヤリティコンサート
1坤 京恕太襲センター慰向公演 ・！、

わった天板をみがく人︑伝票を
書いて納品の準僚をする人︑を

3日 廿日市慈護学校文化祭出店
4日 安田文化祭・女学院文化祭垂顔 ′‡・

いますこ
あみじ福祉会でも、評議委員

軒下腐金伝達式
戸木村臥
「ナス支給式
無風・後線条忘年会
躯除作薬

所
化転出店

ゼント
錆日 鳥羽氏筋2国数関審理
29日 ひかり協会・作業所適格懇談会・…・
報酬礫
旺撃拶所訪閃調査
バ活動 No．3
ホームボランティア説

れもついつい手の出る昧で︑ご

ぎ＜ぎくと新商品ガ出てます

以前は︑﹁パンが翌日には硬広島市授産怒興センター主催
のクッキーづくりに誘習会や
くな？てしまう﹂︑﹁水分が少な
いの∴サ︑などの声が寄せら ラッピング雷会にJ︺加し︑

実行委員余2
24日 鹿島市立華護学校高等部見学来

rト出店
堅実習来所、
訓練 Cr4ト細目）
−グループきりク）jス

17日 書烏パ、学徹と甲交流会

デー
藤井克語氏見学来所
出店
る ト29日）
19日 書鳥小PTAバザー出店
リスマス会
20日 生活自立雷Ll鰊 D−3ト之望那
址会第塵固辞読会・第

且3（Ⅳ15日）、

好評を頂いています︒

出店
No．g
県立広島饗遜学校・酉区民馴・…・
出店

で・・

ら

′広￣￣、

．

2

血塊川Ⅳい辟持己な包∈捗っ亡

ーゆかⅠ・舅恒一跡ヱ噌・t疇紳t・団・−勒王・帥Ⅰ・掛・t噌一Ⅰ項一t・損・叫浄・ 帥‡伸Ⅰ嘲→叫浄叩頓恒・由・【・陣肘掛…料・lヰ申l飼・J・書かⅠ・沖】ゅか I紳tヰか王噌・王領；伸王朝・l脚Ⅰ・崗・lヰか一朗・1・崩・Ⅰ嘲■l噌・巧か叫軸叫静t・跡王嘲・王l関・巧妙l

れていました冶これらを改善よ
すりよい商品づくりのために学

18日 生活自立訓練 A−3ト18月〉

象3

2001年2月発行（2）

ニューース

もみじ確沌
（3）索25号

身障ホーム・グループホーム建設実現
に向けて頑張ることが一番。
個人的な白襟は、メル友をとりあえず
全国に500人作りたい。500人達成したら
次は1000人、2800人と目標を増やしたい。
1番8は必ずやらなければならない。
2番目は本当に実現出来るかなあ？
小坂 泰鋼
2001年を元気で乗り切ろう。

F

児玉勢津子
今年はヘビ年にちなんで、
「彼女のハートをとぐろ巻きl」かな？
木村忠孝

組んでおられる保護者の方に棄
仲間の﹁こんなパンをつくり
たい﹂﹁もっと注文がJえ雪

‖‖‖

∵

日日

日﹇口

︻日

−巳︻ロ

ロ

21詑23銅

日リH日日日

飽

12月26日

叫11
56柑

︻出口‖

13

H口

912

ロ

鐸㌘

配

産活動を施設の目的としそ行い︑

て利用者に支払うという∵授産

儲からないこ車にサービスを それにより得た収入を工賃とし

提供しない︒

が形成されている︒

新会計基準籠準じた形で骨格

ている︒

契約時から︑重度は排除され 施設特有の会計処理を必要とし

また︑利用料の長期滞納者は

契約解除される︒

⁝こういう心配が考えられるっ 授産施設と他の施設を経営す

る場合は︑会計単位め内部に経

以外を二から三区分に分けて︑ 用者の処遇向上の両立が求めら

る︒支援費の設定は重度とそれ これからは︑聴皆の効率化と利

以上のことが主なる改定で︑

にと
借入金僕達など自由にできるが
︑もをい︑これからは行政は 四月一日 但し︑当分の閤従来
利用者に対し支援費として補助 のままでよい︒
経営効率を追及するあまり︑利

ていない施設は現行のまま∵授 の本部会計と施設会計の区分を ないか︒
産施設は別途通知するとなって なくし︑利用施設に移行する施

減価償却制度導入によって事 方法が考えられているが︑詳し ンパワーととユーマニズムの求

設を経常する法人内での資金の ②減価償却喪の取り扱いの疑間 障害の程度に応じて単価が遷う れるが︑前述のように豊富をマ
移動を容易にする①

旧情報公開に相応した簡琴

分の自己資金部分が実質の赤字

建物等の国庫補助を除いた部

授産施設は︑社会福祉法人で

現状︒

疑問である︒

事務部

池田

光︶

の追及と相和するのか︑大いに

業活動収支が実質赤字になるの い内容が提示されていないのが められる有祉労働が﹁効率化﹂

会計

明瞭な財凝諸表とする︒

ではないかっ

■法人め経営状態を明確に反映

川社会福祉法人として高い公 になる︒

詣29

離 働軒﹂眼断机郎開削倒酢那射卵郎削融かれ掛倒軌㌘蒜酢針緋顧
保ク地広ゲ福人な梅実生共﹁白も鍋広司生プマ過密街ダ明宮伸朝大金

‖

25日 安佐北稲社事務所訪問調査

て頂．寸話習を受け︑レシピや

■ 26日 高橋突先生半例検討会

製法を見直しました︒この直後 う頑張りたい﹂といった願いが

簡福祉事務所訪開聞恋

大きな力となつてここまでやっ

■ 23日 クラブ活動

には注文が倍増L︑今ではいつ

宮内庁より

■

−

＋

でも柔らかくおいしいパンがつ てきました︒

御下賜金を

いただきました︒

■

しかし仲間や聴貞だけででき

1
511516

HローH−日﹇H

集行委員会4

③利用者の排除や契約解除の心 あるとともに︑製品製造等の授

＝

くれるようになりましたP

う︑資金収支計算書により予

■

パンの轟習を受ける中で刺激 たかというと遠います︒買って

Ⅲ減価償却方式を取り入れる

算および決算を作成する個

■ く

＋

−

＋

＋

を受け︑仲間の開から﹁新しい くださる方︑広めてくだきる方︑
バツをつくつてみたい﹂﹁パン そしてボランティアさんの存在
な支えとなっています︒

の種類を増やしたい﹂と声があ が私たちグループにとって大き
がるようになりました8

もろとおいしいクッキーやパ

祉基礎構造改革の幽半世紀ぶり

ことにより︑建物等の固定資
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年に一度の
ハレ姿〝
■
みんな−見て、見てガ

このような中から︑ビザやカ

の人に喜んでいただけるよう︑

レーパン︑新チーズパンなどの ンをつくつていき︑そして多く
新商品が生まれています︒

力を合わせて頑張ります︒
これからもよろしくお願いし
ます︒

に会計制度を改正し︑﹁社会福

産を適正に評価する︒
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営区分を設けること︒
の基準とし︑詳細な記載につ ①液営の効率化と処遇問題
実施時期は︑原則平成十三年
支援費収入をどを建物資金や措置制度から利用制度の移行

∽規制緩和の二環として大枠

生活自立訓練 A←4ト13日）
生活自立訓練 D←4卜1ア日）

法入金体として自主的な経営 用者に対するさまざまな形で し︑その補助金を受けて利用料

成十二年四月一日から実施官れ ②法人単位の会計

原則すべての法人に適用され平

新年互礼魚・大もちつき大会

を施簡に支払うとヤっ形に変わ
現行の経理規定準則が適用きれ 努力が反映されるように︑従来 サービス低下が行われるのでは

ている︒ただし︑措置費施設︑

◎

る資金の収支が明確になるよ る︒

共性に鑑み︑当該年度におけ

台酢湖底が密払毎日
え方を導入し︑法人の自主的な

′す￣甘「

祉法人会計基準﹂を新たに定め

国は︑福祉の見直し︑社会福 事業への取り組みを支援する︒
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するため︑新たに損益計算の考

①法人の経営努力が反映される ③理解しやすい会計

いる白

■

い家ゝまさlこパンが焼き上がり零したガ
﹁社会福祉法入会計基準﹂は︑ いては法人の裁量とする︒
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設支援のため、「書き損じハガキ・未使用切
手等の収集キやツぺ−ツ」と「ホーム連投募
金箱殻童運動」を開始しまし愚妹募金箱（高

後援会ではクル「ブホーム．・身障祐一

計基準の見直しなど︑今回ぬ社
会福祉基礎構築改革によってこ
れまでの社会補筆yスケムが大

きくかわろうとしています︒ま
だ︑具体的な三とが振起されて
いないも紗も多く︑今後の動向
から目が離せません︒
我々が今まで大事にしてきた
もの︑障害を持つ仲間草主人公
とした実践が保障され為よう︑
今後も社会の動向もふ萎えなが
ら︑働きかけていかなければな
り鼓せん︒
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適正化要点会の設置などによっ
てその対応が考えられています︒
しかし︑成年後見制度は財産管
理が主な内容であ勺︑地域福祉
権利擁護事業毎祉サービス利
いこと︑情勢や財政事情に左右 用援助事業︶は︑活用するため

田丸整形外科

ようこそ】もみじ獅＃：嚢のサイトへ。

ホームページげ

されやすいことなどから︑ます には本人の財産負担がかかり︑
ます厳しい運営を強いられるこ 所繹の低い人にとっては使いや
とが予測されます︒障害者自身 すいとは言えません8葦た︑運
が個人契約によって︑施設や福 嘗週正化委員会も各都道府県に
一カ所の設麿では︑きめ瀾やか

民へと広がり︑国の財政破綻に できますが︑選択できるほどの な対応は期待できません︒

したが︑その対象はすペての国 祉壌助を選択できることは評価

から五十年︒これまでほとんど

も舷囲して応分の本人負担を求 施設の絶対数がない︑サービス ㈱社会福祉事業の充実

社会福祉事業法が制定されて

大きな改正は見られなかったの

める社会保険方式の導入が叫ば の内容がそれはど充実していを

ス内容が十分に情報として提供 小規模適所授産施設制度の創設
されていない︑という現状には があげられます旬エれは共同作

求められていることですが︑こ

田中 茂雄

きたちのであり︑内容面におい

まだまだ課題があると言わぎる 業所全国連絡会が長年要望して
を得ません︒

聞利用者保護功ための細度創設 ては吏だまギ不十分さを感じっ
何か問題があった場合の権利 つも︑制度創設についてはおお

保障の後退になりかねない補助

の点については︑成年後見制度

三村ミドリ
隆

サービス評価基準の導入や会

擁藩システムの構築は以前から いに評価することができます︒

金へあ移行は︑本人の負担の増

の確立︑社会福祉協議会に地域

小島

今回評価できることとしては

ですが︑昨年の五月︑社会福祉

れるように二なったのでした︒ い︑選択する個人へそのサービ 社会福祉法人の挙止要件の凍和

内容としてほ盲

改暦露撃瑠

事菜法等の改正案として成立し
大幅に改正きれることが決定し
ました︒戦後五十五年が経過し︑
わが国の社会・経済が大きく変
化したことによる国民の福祉に

制度へ移行する︒

川措置制度を撤廃し︑利用契約

制度に無駄や機能不全が生じて
措置制度の撤溌による︑公的

対する意識警噌−ズか多様化し

きたことが改正される理由のよ

少子高齢化社会を迎え︑今ま
大︑補助金の在り方そのものが

うです︒

では福祉援助を必要とする人は

福祉権利擁護事業の委託︑運営
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lT化の波を受け？
もみじ作業所にも、

ホームページができました。

まだまだ完璧とは言えませんが、
みなさんの声を反映させた、
秦しいサイトにしていきたいと
患いますめで、ぜひ遊びに来て

くだをい。
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