第一もみじ作業所（知的）第二もみじ作業所（身障）
グループホーム つばき／たんぽぽ／夢トピア

七月九日︵土︶︑もみじ福祉会後援会主催で﹁夢トピア地域交流まつり﹂

頂きましたp終了した時には︑

える参加者がありました︒

途中大阪︑京都︑名古屋から

も幸いすの人たちが乗り込み︑

みんな緊急大行動に参加するん

だと思うと力が湧いてきました︒

東京就から日比谷野外音楽堂

に移動すると︑既に会場ははば

一杯で熱気にあふれていました︒

二暗からのデモは︑野外音楽

減るのではないかと心配するほ 止めて欲しいと思いました︒

や新幹線への影響で︑参加者が 負担反対！﹂の声を真筆に受け

日も一段と激しくなり︑飛行機 ったこの集会︑厚労省は﹁応益

に振り出した梅雨は︑前日の四 歓声がわ蕃︑一方一千名が集ま

七月になって患い出したよう 参加者数の発表が増えるたびに

障春着自立支援法案反対
7・5緊急大行動

頂書ました︒歌を歌うことで心 があるんです︒思い出して泣い
涙を流しながら握手されている

が開放され︑心地良い連帯感を ています︒﹂⁝と緩急革さんと
味わうことが出来ました︒

また︑緩急草書助さんには︑ 光景は感動的でした︒緩急車さ
﹁昭ちゃんの原子爆弾被爆体験 んの﹁もう二度と模兵器を使わ
記﹂という紙芝居をしていただ せてはいけない﹂﹁平和は絶対に
きました︒お諮の申では︑今年 守らなければいけなPという
真筆な思いになりました︒

地域の匡さ九あリガとう
また︑第二土曜日に地域交流
スペースを利用されている﹁こ

また︑地域にある老人保健施

コールが届けとばかり︑みんな

で声を張りあげました︒

当日は三十度を越す気温にも

かかわらず︑全国津々浦々から︑

また人工呼吸器をつけて参加さ

れている人など︑まさに命をか

けて訴えられる姿に大きな力を

頂きました︒

聞いはまだまだ続くと思いま

すが︑最後まであきらめること

なくがんばろうと誓い合った元

気の出る集会でした二鮎批夢︶

今回出来た新しい﹁人の輪﹂

で交流を深めていきたいと患い

ます1

ご協力下さった多くの皆さん︑

地域の町内会・お店等では︑チ れている方・ご家族・職員さん 本当にありがとうございました︒

さらに︑開催にあたっては︑ 設﹁ピア観芦からほ︑入所さ

店を手伝って下さいましため

がたこ焼き・焼きそばなどの出 実感しました︒

ランティアさんなど︑多くの方々せていくことは出来ないことを 今後も地域の皆きんと様々な形

ました申そして︑西区社協めボ では︑様々な取り組みを成功さ をこれからも大切にしていき︑

ち︑まつりを盛り上げて下さい き︑地域の皆さんのご理解なし

などの遊びのコーナーを受け持 物品の借用など︑快くご協力頂 に嬉しく思いました︒

すもすの会﹂が木工・ヨーヨー ラシの配布・ポスターの掲示︑ たちがたくさん来て下きり本当

「応益負担絶対反対！」1万1000人の大行進

和と愛﹂のうたごえを響かせて たご﹁あばあちゃんも被爆体験 が乗り︑広島からは五十名を超 具に応養魚担反対のシュプレヒ

﹁広島合唱団﹂の歯きんに︑﹁平ました︒ありがとうございまし おおぞらの各作業所から十八名 間かけて行進︒すべての団会議

てずっと支援して下さっている た︒﹂﹁いい話を聞かせてもらいもみじの他︑ひとは・くさのみ・までのわずか二キロの聞を二時

建設運動では︑うたごえを通じ が︑﹁本当にこの話の通りじやっ 朝七時四十分の新幹線には︑ 堂から国会議事堂︑自民党本部

法人化運動︑そして夢トピア 老人保健施設のピア観音の方通 どでした︒

した︒

あり︑﹁平和﹂をテーマにしま

は︑被爆六〇周年ということも

地域交流まつりのメイン企画

テーマは﹁平租L

を開催しました︒
今回のまつりは︑多くの方々のご支援で夢トビアが開所して二年目を迎
えることが出来た感謝の患いと︑より多くの方達に夢トピアを知っていた
だき︑さらに交流を深めていきたいという患いでの開催です︒
当日は︑あいにくの雨で足元が惹い中︑いつもお世話になっている地域
の皆さんをはじめ︑多くの方に来ていただくことができ︑おかげ様で賑や
かな交流まつりとなりました︒

による元気いっl

まつりの閉

2．地域の生活と福祉の向上への責献を目指します。

身体障害者福祉ホーム夢トピア
もみじヘルパーステーション夢トピア

いつも愛にあふれたうたごえをありがとう（広島合唱団）

五月のNPT︵国連の核不拡散 強い信念が︑語りの中で伝わり︑
条約︶再検討会議でニューヨー

クに行かれた時のことも革って

雲助さんの紙芝居とお話に涙・・・

HOlllJl

もみじ福祉会

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．これらの実践の要となる、我見の、障害や発達鹿障、福祉
や障害者連動についての専門性の向上につとめます8
障害者生括支援センターめ−ぷる
〒730−8823 広島市中区青島西2−1−24
TELO82−243−03．31FÅⅩ082−243−049′7
HP：fuklユShi−mOIpiji．or．jp

ヱ005車8月 第ヰ1号

私たち軋陣容着も含めた地域で生活するすべての人たち
文化的で平和な環境の下、自ちの心と身体、そして人生の
公として暮らせるための総合的な権利保障を目指し、以下
に取り組みます。
1．仲間（利用者）の生者る力の充実と生括の賓の向上を目指
します。

①
発行／社会福祉法人
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毛みじ
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毛みじ；梧祉会 ニューース．

紙芝居に訴ばあちゃんも
夢トピア地域交流まつり 開催

ースを作成し、
みじの仲間へはもちろん、

生活を自分たちの手で

副会長⁚佐伯

勝・小西まり

態細絹組子
部の方達にも自治会活動
某所の寧を知らせます。

理解を広めます。

書 記⁚太平亮子
小西ま骨 会
棟
木幸子
計⁚木村 泉

治会の機関誌

木村 泉
笹口 性
太平亮子
宮崎克也

奈

モむCこの出看い

円

和

子．さん

役員会は仲間の代表という自 もう一二年になるでしょうか︑心とチームワーク︑清潔で明る 参考にしてもらうよう︑作業所
もみじパン・クッキーとの出会 いこの要朗気がおいしさの療だ の方にお伝えしています︒
覚をもって︑みんなの意見を聞

いは︒近所の方から﹃添加物の と思いました︒
き︑伝え︑討議し︑行動してい
長い間には︑注文する量が私
入っていない体にやさしいパン﹄ 過一回︑焼きたての香りとと の関係した分については︑転居
きます︒

求め続けてください︒

みつつ︑いつまでもおいしさを

からも季節の移り変わりを楽し

ーは果しみのひとつです︒これ

わる型抜きのオリジナルクッキ

季節のあんパン︑季節毎に替

うに思います︒

という評判を聞いて購入したの もに︑商品を作業所の仲間の方 や子供の成長とともに家の人数
今年度は特に⁚自分達の将来
が始まりでした︒そのころは︑ が届けてくださいます︒それか が滅うたりなどで少なくなって
を左右する障害者自立支援法寒
知っている人は少なかった欄
が導入されようとしている年︒
きていますが人気は定着したよ

ロ所長交渉

めのボランティアをしていま文
しの変雇や意見についても何で
たが︑その時に作る人の優しも
いお聞きし︑ひとつの声として

前︑友達に誘われて︑作業所が
のとりもつこのひとときを大切
クッキー・バングループで袋詰
に思っています︒また商品＝の注

販売が広がり︑地域の人が知ら
る︑私が自転車で一軒ずう配り
きっかけが多くなりました︒ま
以す︒もみじのパン・クッキー

つり︑地域版売など次々に

PTAバザー︑もみじ夏ま

のはうでも︑中学校の

た︒この頃︑もみじ作業所

好評で︑購入したいという
方が次第に増え︑グループ
で注文するようになりまし

していました9友達からは

それだけに例年実施していると
楽思います︒おいしいので︑
しい企画︑外部との交流の他私
︑はお友達にちょっとした
ときのプレゼントにしたり
情勢学習にも力をいれていかな
けれぼと思っていますp
がんばるぞーー！

◇スポーツ企画

確守たてパニの挺摩て甘

4種目︵ゴロ野球・卓球・カ
自治会への予算要求も含め︑
ローリング・ペットボトルボー みんなから出された要求や質問
を自治会役員で集約し︑所長と
リング︶の中からやりたい種目

を選択︒スポーツで身体を楽し 交渉します︒

サケ

く動かします〝

◇ピサ

みんなで外に出てお弁当たぺ
たり︑ゲームをしたり︑ゆった
り楽しい時間を過ごします︒
蘇一芸騨勿匝忘弾こ二汀き︐ま．しLこ用

昨
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＞会ニュース

▲▲▲■

作っていくことを考えます。

朝のリクエスト曲の録音
放送当番
仕事や休憩時聞などの
終了を知らせま璃
▲L▲」■

しい﹂など︑自分の思いを出せ

﹁こんなことしたい﹂ ﹁00が欲

H︶職長からは︑暮らしの中で

ないかで大きく違ってくると言

のではなく︑心を込めるか込め

きれいに見せればよいというも

との関係昼心と心のつながり

われていました︒やはり人と人
七月九二〇日の二日間︑三

る囁境作りの大切さを報告され

ました︒

その中で﹁葦かな生活﹂とい 次市甲奴町にある社会福祉法人 奄のだと改めて感じました﹂寺
との出会いを含め︑．ご自身の経

一日日は︑呉ベタニアホーム 験を話していただきました

貞研修に参加しました甘

うキーワードに参加者からいろ あらくさできょうされん新任職 田支部長からは︑きょうされん
いろ意見がだされました︒
その中で︑年齢や環隠によっ

七月一二一日に東京で開催さ て一人一人の﹁豊かさ﹂は撃っ の所長である里村佳子氏の・﹁社分史として表を善かれており︑

24日生酒支肇センターめ−ぷる主催・ミニ講演会相飯食

六月二六・二七日に鳥取でぎ

ょうされん中国ブロック研究交 れた﹁室二回暮らしの場交流妻﹂もの︑健康に暮らすことや日中 会人としてのマナー﹂︑あらく 自分自身を振り返ることの大切
に参加しました︒私が参加した 活動や余暇活動の充実︑所得保 さの統括施設長である寺田朱美 さを学びました︒高輪氏の講演
の中では︑実際にビデオ．を見て︑

幸子︶

E−m釧＝h色Ip−St＠鮎kushトm8m肌8r・jp

27日 歯の衛生学乱なぎさ園見学来所

流会﹂が行われました︒

一日日は辞済を聞きました︒ 分科会では﹁生活の豊かさや地 障も豊かさを支える大切な視点 支部長の﹁わたしときょうされ

私自身︑生活の中で﹁豊かさ﹂高検実氏の﹁作業所と記録﹂と とをしました︒誰が見ても分か

障春着日立支援法のことをきい 域の広がりをつくる支擾﹂をテ という意見が交わされました︒ ん﹂︑福山市立女子短期大学の ある仲間の様子を書き留めるこ
て︑作業所に行くのが難しくな ーマに三木のレポート発表があ

を深く考える機会は幾度もなく いう講演︑最後に井上所長から るように書くことが大切だと言

はないかと感じました︒最後由

その後由支援へも影響するので

福井県の入所廃酸職負からの 改めて私も含め姐域の豊かさや 自立支援法に関する情勢報告が われていました︒書き方一つで

るのではないかと改めて思いま りました︒

した︒

二日目は︑仲間の分科会に出 報告からは﹁土・日の括動を有 障害のある方の豊かな生活を考 ありました︒
里村氏はマナ1とは表面だけ

自立支援法に関する報告は︑改

ました︒その分科会は五つのテ 意義なものにしていきたい﹂そ えるきっかけとなりました︒
ーマがあって︑各作業所の仲筒 のために施設独自でガイドヘル

めて国に訴えていく必要性を痛

また現在︑障害者自立支援法

のいろんな楽しみ方野あってい パー由制度を作り︑地域の方た 果で喝金銭的にも︑体制面で

感するものでした︒
二日目は︑少人数でバーチャ

ちと一緒に外出をして余暇を楽 も︑非常に厳しくなる内容が捷

印象に残ったのは︑鳥取の授 しんでいるという報告がありま 稟されており︑豊かな暮らしを

ル作業所の目的や理念︑課題等

いなと患いました︒

産施設ピーターパンの発表で︑ した︑︒しかし︑重度の障害を持目指す制度とはとても思えない

この二日間素晴らしい講演を

を話し合いました︒
障害のある方たちの現状や要

DVDのダビングの仕事をして つ仲間たちの支援を地域の方た ものです︒
いるという内容でした︒そのよ ちでは対応が困難であったり︑

聞かせていただき︑また他の作

︵西村

を交換できた貴重な時間でした︒

うな仕事があるんだということ 登録してくれるヘルパーさんの 求を多くの人に伝え理解を広げ

いす︒
︵田中一茂雄︶

業所の職員と多くの意見や考え
ました︒
大阪府のグループホーム︵G

自立支援法・応益負担度対決起業会参加

広島市西区勧青新町3−9−9

28日 こやたに氏見学来所
30日 もみじ福祉会ガイドヘルパー養成許座③
31日 もみじ福祉会ガイドヘルパー養成講座⑥

社会欄址法人 もみじ犠祉会
も鋸ヘルパーステーション夢トビア
サービス提供十任書 江川 正仁
TEL（082）駒寧蔓丁53
FAX（㈹幻皇95カ303

自立ま甥法「7．5席息女行凱（東京）参加
6日 もみじ椎柴所地域版売デー
7日 クラブ括劉②
9日 もみじ福祉会後壌金線会
第1回夢トビア地域交流祭り、もみじ福祉講座②
17日「生命由詩」和太鼓特別譲習会参加
壱1日 もみじ福祉会第63回理事会
22亡】高知遥、れあい作業所見学果所
23日 もみじ福祉会ガイドヘルパー養成講座①
24日 もみじ宿姐会ガイドヘルパー養成講座②
2＄日 広島市・鱗じ〜レバ∵ステーション夢トビア実地拇導

資格をお持ちの方．

ガイドヘルパーの

5日 第12囲もみじ作業所まつり第1回実行蚕見会

※ヘルパー1・2級、

2日 福保労もみじ分会総会
3日 もみじ福祉講座⑳

15日 広島市知的障皆背牒サリング大会参加
16日 きょうされん・虹の余総会参加
19日 もみじ作欝所ディキャンプ（瀬野川公園）
2ヱ日 知的障奮者親善球技大会参加
呈3日 もみじ福祉会第2（，回評議員会t簾82回理事会
29日 広島市陪審着陸上競技大金参加

募集しています。

ナイスハートスポーツ大会参加

障害の■ある方への支援事業として、
居宅介護、外出支擾を行っています。
やる気・元気を持った
笑顔がステキなヘルパーさんを

フラワーフェスティバル出店（〜5日）
広島鼎母親大会出店
もみじ作業所地域販売デー
自立支援法・愛国緊急フォーラム（東京）
刑務官研修来漸
もみじ福祉会内部監査

3日
8日
11日
12日
13日
14日

を知り︑僕もやってみたいなと 人数確保の陶題などがあげられ る連動につなばていきたいと思
思いました︒
︵佐伯 勝︶

22日 越智さん母子見学来所
2白日 お年玉寄付金交付式
30月 もみじ福祉会主催・自立支援法学習会

○

■募集J■

1日 第一第二もみじ作業所2qO4年度総括会議ト2日）

もみじヘルパーステーション蓼トビ7では、

1日 もみじ作業所地域販売ヂ」
きょうされん全醜会参加 ト2日）
2日 避難訓練①、YMCAより見学来所
3日 生活自立訓練開所式、西村さん母子見学来所
7日 山口県田布施養護学校見学来所
9日 もみじ作業所ボウリング大会
13日 文教女子大実習間始〈ん2畠日）
14日 司汝修習生美智交流東風 NH耳より支援法開運取材
16白クラブ活動①
20日 きょうちくとうより見学来所
21日なりぎだ氏等見学来所
22日 鳥羽学生無年金耗判高裁①
30日 ひかり協会連絡会磁

6日 もみじ作業所地披坂元デー

毛みじ裾
（3）葉41皇

﹈

門ニハロー！

七月五日︑東京での﹁このままの遠害者自立支援沫案〟では

憎贈ほ弛相打

・

自立はできません！7・5緊急大行動︵1面既報︶﹂には︑もみ

悦子

ります．年老いた私達にはとても辛いことですが、弁

じ福祉会の保護者会からも二人の母親が参加しました︒
しかし︑七月十五日には︑大多数の障害者・関係者の療病な叫
びを無視して︑衆議院本会議にて与党議員の賛成多数で本法案を
採決しました︒

護士の先生や皆様に励まされて、秀範をはじめ、多く
の無年金の方々が救われて停留年金が受給できますよ

縫製補助具）三浦孝治様

控訴期限ぎりぎりの3月16日、厚生省年金局長に控

﹁子供のために︑障害者のために﹂と怒れる母親の声を厚労省

桑原

郁子

香川紘一即

い気持ちで一杯でした．

六月二十二日︑広島高等裁判第二回公判は九月五日です︒
願いつつ︑紙面の制限から陳述
所にて広島学生無年金訴訟・控
引き続き皆様の力強いご支援を
の最後部分のみを紹介します︒
訴審の第一回公判が行われまし
た︒
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福ちやんの会（松尾）療、カンパ箱

身的・な介考により辛うじて生活を営む。将来の不安は
払拭できないが、これを放置することはできない」と
私共にねぎらいの言葉をかけられ、深く心に残り有難

長尾夫佐子

溝本
友安

もみじ福祉会後援会様、第7回ともだちコンサート実行委貞金権、

全国九地裁で始まったこの訴
同じ患いを持った人たち一方議員さんには通じたと思います︒ 法﹂という名前までつけて出
援
一千人のデモ行進が延々と続き私も胸が諮りました︒
きれた法案︒そんな怒りが国会 訟︒既に︑東京︑新潟︑広島︑
ました︒あんなにたくさんの車 作業所の利用料と食費で三万円を取り巻き︑延々とデモ行進は
福岡各地裁で原告側勝訴の判決
椅子を見たのは初めてです︒廃以上負担が増えようとしていたの何時問も続きました︒今まで見
を勝ち取りました︒
位が上れない方︑気管切開でチ です︒障害が重い人ほど負担が増
た
こ
と
の
な
い
ほ
ど
の
運
動
の
広
が
ューブをつけた方︑彼らにとっえるのです︒ぜいたく晶を買うのりに気持ちは晴れやかでした︒
しかし東京高裁控訴審訴訟及
ては三十魔の蒸し暑さの中︑
ではなく︑生きるためにご飯を食 わかって欲しい諸点の方は出
び︑京都地裁↑札幌地裁の判決
をかけて切デモ行進でした︒
べさせてもらったり風呂に入れててきては下さいませんでしたが︑
の自立支援法では生きていけ
もらったりトイレ介助してもらっ世論のカを広げていくしかあり では原告敗訴の不当判決が出さ
いという切実な思いの集会で
たりの生卓るための最低限の介助ません︒一生懸命がんばってい れています︒
た︒彼らの患いはデモ行進に何に一剖負担︒足である車椅子に一る人たちが未来に希望が持てる

破損台胃を納入頂し＼ている、個人・匝価の監修
（2POき年8日〜6日まで、敬弥略）

3月3日の判決で仁橋本裁判長は「原告は両親の献

は聞かれたし！

裁判長様、裁判官の皆様、どうぞ公明正大なご判断
を下きいますように、切にお願い申し上げます。

日本郵政公社様

で、怒りで一杯でした。
東京地裁，新浴場裁でも国は控訴しているので承知
の上で、或いはひょっとしてと藁（わら）をもすがる

態

恕慧蓋雪禁二慧漂㌘

二十二日は︑満席の傍聴者の
時間もずっと手を振ってくださ勧負担︒生きることが戦いのよう制度になるように︑共にがんば
った民主党︑社民党︑共産党のな障害の重い人に︑国は﹁自立支りましょう︒
中︑双方の弁革団による今後の
伊世 澄子
進行専に係わる意見が交わされ︑

鐙中 萱曹さ九

段ボールグループの指導員とし
て勤務します︒
未熟な点がたく眉んあります鱒
一つ一つ仲問と頑張っていきたい
と思いますので︑よろしくお願い
します︒

まナなか たかのり

訴断念のお願いの直後の私の目前で、控訴を断言され
ました。余りにも非人間的な発言と原告を日南の場所

・＝‥

陳 述書（抄）

「許さないl」母二人

この大集会にもみじ作業所か モ行進︒国会・政府・社会に向 最後に鳥羽きん︵お母さん︶の
らは八人の参加です︒
かって声高らかに患いを訴えま 意見陳述がありました︒
新幹線の中で︑障害八団体の したぜこの大いなる声は充分に
﹁役員﹂の人達は応益負担を承届
諾いたと思いましたが︑残念な
武居 芳子
したとの報道の轟を聞き︑反射ことに︑十日後には衆議院で法
二階堂廊子
的に今日は力一杯を出し切ろう案が通つてしまいました︒
中野 育子
とがんばりの精神です︒
重度の着はど負担増の大変な
仲田
仁
東京は前日の爾も上がり暑い時代への突入でしょうか︒所得
大
喝 貞子
日に︒日比谷野外音楽堂周辺にの無い者には負担はできません︒
本
保菌要子
は全国から一万人以上の障害者・
尾
辻
厚
労
相
様
︑
お
磨
い
で
す
︒
お
濱
村 孝正
関係者が集まり︑経過報告・メ支払い致しますからそれに見合
梶原しのぶ
ッセージ・アピール採択等が行った所得が確保できるようにし
われ︑続いて国会への二加のデて下さい︒
幹田鮪樹枝

く ぼ ゆせモう

うに、頑張って参ります。

やヤ薫聖整繋：聖やゃ

恕

r自立支援法窯J

り．与緊急大行動に参加Lて

五月一日より夢トピアの生帯
七月からもみじ福祉会で送迎運
転をすることになりました︒
支援貞として仲間入りさせて唄
みんなを安全に送迎できるよう
いています︒
にしますので︑宜しくお願いします︒
仲間達の元気を種に共に突い
まだ︑わからないこととかがあ
合い︑共に成長し続けたいと患
りますので︑みなさんの指導のもと︑
っています︒
元気よくやっていきますので宜し
どうぞ︑宜敷くお願いします髄
七月より新しくみなさんの仲間
六月からもみじで事務として働く串願いします︒
の一貞となりましたb
いております今福社会計や仲間達
のお世話を自分なりに一生腰命頑
張っていますが︑全てが初めての
事で職貞の方や仲間達から色々な
事を勉強させていただいています．

久保 幸≡さん

判決後、もうこれ以上原告を苦しめる控訴をしな
いでくだきいと、控訴断念のお顔いに上京致し琴した。

（2005年3月〜6月）

しなこ命

くゼッケンより）

どうぞ宜しく㊨願いします︒

思いの訴えでした。これで、国は苦しんでいる障害者
や家族に冷たいことが身にしみてわかりました。
これから高裁で審議され まだまだ裁判は簸いて参

ぜ軌

r自立とは、厚労省とけんか
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