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勝

﹁賃金﹂は働く意欲の原点で

その一つが ﹁日割り計算﹂︒す︒仕事起しや仲間の努力で賃

障や豊かな暮らしを得るために 法人の軽減措置が適用されず逆

﹁就労継

帆 える私たちの歩計

新しい仕事、「木工」はじめました

二〇〇六年三月三〇日︵木︶︑

年に一度振り返り︑また︑同じ

間がどのように仕事をがんばっ

中区社会福祉センターにおいて︑作業所で働く別のグループの仲

年度末発表会を行いました︒

年度末発表会は︑ダンボール︑ているか知り︑次年度への意欲

さをり・縫製︑クッキー・パン︑につなげていくことを目的に毎

リサイクル︑印刷・販売の五つ 年開催しています︒

場での開催で︑映像や写真を用

今年は三年に一度の大きな会

ス活動︑仕事おこし︵木工作業

いるなど発表の内容に各グルー

の仕事グループ︑そしてボーナ

活動︶について︑その内容を一

﹁財政難﹂を理由にみんなで築 間の願いに添った豊かな実践・

はなりません︒それは︑まさに し確信できる取り組みです︒仲

践を切り崩すことに終わらせて 仲間の確かな成長を改めて実感

失い︑もみじ福祉会の豊かな実 もみじ福祉会の実践の豊かさと

けにエネルギーを費やし元気を 会の総括会議が開かれています︒

ができない仕事の様子が分かっ

からは︑﹁日常あまり見ること

ができました︒観覧された方々

労働への取り組みを伝えること

にも参加していただき︑仲間の

保護者考理事・評議員の方々

プで工夫がみられました︒

き上げてきた﹁権利としての福 運動が自立支援法と対略し明日

られました︒

て良かった﹂などの感想が寄せ
の道へと強めてしまうことにな 頑張りましょう︒

祉﹂を﹁自己責任による福祉﹂ を開く最大の武器です︒一緒に

が︑その対応に汲々することだ した︒そして︑今︑もみじ福祉

決まったからには法は法です みじ作業所の事例研究がありま

で戸惑っていても始まりません︒ 先日︑白石教授を招いて︑も

しかし︑白いキャンバスの前 るからです︒

窮地だと言えます︒

ざした﹁3・4・5大作学の

が厳しくなりもみじ福祉会のめ

ホームづくり馬連営上の見通し

や保護者の要望の強いグループ

断される不安があります︒仲間

続︵非雇用︶﹂﹁生活介護﹂に分

た仲間が﹁就労移行﹂

し﹂は︑共に支え合い働いてき

がありますが﹁施設体系の見直

また︑五年先までの移行期間

分野で話し合いを重ねています︒めに対応せざるを得ないことに アップで負担増のケースも︒

立支援法﹂の対応で連日様々な ますが︑施設運営を維持するた のグループホーム入所者も工賃

もみじ福祉会では﹁障害者自 出勤日を増やすのなら元気もで に適所の負担が増えます︒重度

ちにくいからです︒

き夢や発信すべきイメージが持 日の開所︒仲間や職員の所得保 〇万の収入を越えれば社会福祉

いるときに似ています︒描くぺ 苦肉の策としての第一第三土曜 金アップを目指しても年間一五

って︑何を描こうかと戸惑って

る今︑新しいキャンバスに向か は練達いことばかりです︒

障害者自立支援法が実施され 希望や夢に心を弾ませることと 矛盾を感じます︒

もみじ福祉会理事長 浜 崎

硝匂のカに

豊かな義を

私たちは、障害者も含めた地域で生活するすべての人たち
文化的で平和な環境の下、自らの心と身体、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）の生きる力の充実と生活の質の向上を目指
します。
2．地域の生活と福祉の向上への責献を目指します。
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、職員の、障害や発達保隠．福祉
や障害者運動についての専門性の向上につとめます。

蔚
発行／社会福祉法人
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会ニュース

付票成！

毎年大好評のもみじTシャツが完成しました︒

l■ニニT≡l

今回もいつかいちむぎの家・
おおぞら作業所・きつつき共同

として約二十五年間︑平和で人 頑張ってうたごえを響かせてい

ひろしまナッパーズのメンバー きたいと願う気持ちを持ち続け

相子︑ベストなご︑

なさんとの合同展示会でしたが︑

間らしく生きていきたいと願う る姿に感動しました︒

さん

前回に比べるとどこの作業所も

二年前には︑みんなの夢であ

忍

もみr件貴所との出合い

久

かなりレベルアップしていてび

仲間たちと︑職場・地域でうた

った﹁夢トピア﹂を建設し︑夢

私は︑うたごえサークル国鉄 くエネルギーと︑人間らしく生

っくりー・﹁もみじもうかうかし

ごえを響かせてきました︒そん

作業所・共同作業所ふたばのみ

ていられない⁚■﹂と仲間と職

な中で︑もみじ作業所の仲間た トピアでもみじの仲間がそれぞ 団とともに障害者が安心して生

れに自立し︑生活を一生懸命が 活できる環境をみんなで作って

最後に私の好きな言葉をもみ

出会った当時は︑もみじ作業 んばっている様子をもみじ福祉 いきましょう︒

ちと出会いました︒

員が実感しました︒
仲間もがんばりました︒今回

それでも保護者の方々をはじ り展示会はいいですねー・
め︑もみじを応援してくださっ

てる方々がたくさん来てくださ はなるぺく保護者の方々に頼ら 所の法人化に向けていろいろな 会ニュースで見て︑元気をもら

り︑六日間で二十八万円の売り ず自分たちでやろうと決めて︑ 取り組みがされていました︒そ っています︒微力ながら何か役 じの仲間たちに︒
した︒

でした︒

アルミ缶集めを始め︑月に二〜

いっとうしょうぐう・まんとう

﹁あと
りもだちコンサートは︑もみ 三回自宅へもみじの仲間が元気 しようこく

ちコンサート﹂

上げがあり︑五つの作業所では 店番当番も長い時間がんばりま の取り組みのひとつが﹁ともだ に立ちたいと思い︑一年前から ﹁一灯照隅・万灯照国﹂
一位︵金メダル︶になれました︒

本当にありがとうございました︒ ﹁いらっしやいませー・﹂

この四月から︑障害者自立支 照らせないが︑万と集まれば国

がとうございました︒﹂は大き じの仲間たちの︑﹁夢をかたち にアルミ缶を取りに来ています︒ 一本のロウソクの灯は片隅しか
な声で⁚・﹁これは私が織りま に﹂していくためのワンステッ

つひとつの夢をかたちにしてい 親御さん職員さんもみじの応援

めーぷるは児童への取り組みは

害者生活支援センター︶﹂です︒

推進したのは︑﹁めーぷる︵障

タートしました︒この取り組を

童いきいき教室﹂が週に一回ス

ペースを利用し︑昨年夏から﹁児

その他は︑三階の地域交流ス

でいきたいと思っています︒

などの課題に意欲的に取り組ん

うに︑ヘルパーの量・質の向上

さらによりよい支援ができるよ

が果たす役割の大きさを実感し︑

いくために︑ヘルパー派遣事業

障害児・者の地域生活を支えて

長期休暇の移動介護の増加です︒

した︒﹂とさりげなく自分の作 プでした︒もみじらしいすばら 援法が施行されました︒自立支 おも照らす︒

品をアピールして⁚・織りのデ しい歌がたくさん生まれ︑一緒 援とは名ばかりで︑障害者の生

日曜日には前回好評だったア モンストレーションもして⁚・ に感動のステージを作り上げ成 活や権利や人間らしく生きたい

ルゼンチンタンゴの生演奏もあ 笹口くんは自分の織りでできた 功させました︒もみじの仲間た と願うものとははど遠いものに
デルまでしてくれました︒

り︑来場者も六日間で三百人ち すてきな洋服を自ら着用してモ ちの︑障害をもっていてもひと なっています︒もみじの仲間や
か＜あったのではないかと思い

…

もちろんお気に入りで自分の
た﹁夢トピア﹂も三年目を迎え

夢トピア捗

ます︒

して英語の対応にタジタジにな ございました︒

ることができました︒支援して

⁚ありがとう 多くの人たちの応援で建設し
ったりもしました︒でもいろい

くださった皆さん︑本当にあり

場所がら外国人のかたもいら 給料でお買い上げ

ろな人たちに見ていただけてと

が深まるように︑これからも積

組みも行いました︒さらに交流

し︑地域の方と交流できる取り

や﹁ボランティア講座﹂も開催

二年目は︑﹁地域交流まつり﹂

活が送れるようになりました︒

け合いながら楽しく安定した生

かりあうこともあるけれど︑助

で暮らす仲間たちも︑時々ぶつ

身障ホーム・グループホーム

がとうございます︒

店の外でモ
さをり範り実演

てもうれしかったです︒やっぱ
● ● ●● ● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

仲間が描いた原爆ドームに︑憲法第9条を英訳して添えた﹁平和Tシャツ2﹂と︑
海を優雅に泳ぐ﹁マンタTシャツLが今年の新作です︒
暗いニュースが多いせの中︑立ち止まって大切な人と平和について考えてみては
いかがでしょうか︒︵平和Tシャツの売上の一部は︑原爆ドーム保存のために寄付します︶
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2月9こ10日

韓3匝仕事郡芸

きょうされん
㊥
二〇〇六年二月九日〜十日に

自身のセンスを磨いてい＜努力

きたいと思っています︒

を高める活動﹁ものづくり・ゆ

かに過ごせる取り組みや集団の

めづくり﹂も月二回開催してい

展示会は自分の作品を目の前 年目は飛躍的に利用が増え︑定

必要性を感じ︑さらにこれらの

併設した短期入所︵ショート

で評価してもらえて仲間が本当 員三名が満床になる日も多くあ

取り組みを充実させていきたい

ます︒児童・成人を問わず︑豊

にうれしく︑自信につながる素 りました︒レスバイトや訓練的

と思っています︒

施行で︑障害児・者を取り巻く

三年目︑﹁障害者自立支援法﹂

います︒﹁今回は商品が多すぎ 緊急度の高い利用も増え︑ショ

環境がますます厳しくなってく

てごちゃごちゃしてたよご

フラーを売るのには時期が遅い 日々でした︒

せるよう︑夢トピアを拠点とし

夢トピアの中にある﹁もみじ

んじゃない？﹂

ながら地域生活支援の取り組み

﹁他の作業所に

負けないような商品を作ろう﹂ ヘルパーステーション﹂も二年

ろしくお願いします︒

を前進させたいと思っています︒
の特徴としては︑夕方や土・日・

と意欲満々です︒次の展示会で が経過し︑ますます利用してく

⁚

三年目もぜひご支援・ご協力よ

る中︑地域の中で安心して暮ら

﹁マートステイの必要性を痛感する

もう次の展示会のことを考えて 婚葬祭や介護される方の病気等︑

敵なイベントです︒仲間たちは に泊まられる方もいますが︑冠

ステイ︶も︑一年日に比べ︑二

もみじ作業所地域販売デー

も金メダルが取れるように頑張 ださる方も増えました︒二年目
ろうー・エイー・エイ！オッー

§

﹁3・4・5大作戦﹂の中で給 して講演されました︒憲法九条 利用者は障害者年金と月に約一

1日 もみじ福祉会・新入職員研修会
5日 もみじ作業所地域販売デー
6日 もみじ作業所街頭署名活動
14日 保護者会総会 白石先生研修会（〜15日）
17日 生活支援事業総括会議Ⅰ
21日 もみじ作業所2005年度総括会議（〜22日）
24日 生活支援事業総括会議Ⅱ

料五万円を目標に上げています では﹁戦争の放棄﹂が明記され 万円の給料から︑作業所に適所
が︑こういう発想からいくとま ています︒また憲法には︑人間 すれば利用料や給食費を払わな

生活自立訓練終了式

だまだ﹁絵に描いた餅﹂のよう が自由に生きる権利や︑人間ら ければいけなくなります︒その
です︒専門家の力も借りながら しく生きる権利の保障が善かれ 為作業所を退所せざるをえない
数値の分析や仲間の給料五万円 ています︒今この憲法を変えよ 利用者が出てくるのではないか
二日目は分科会が行われ︑私

うとする動きがあります︒自民 と大変心配になりました︒

全国的にも︑レストランを経 党から新憲法草案が出され︑そ

が大切であることです︒この話 の戦略が必要です︒
をされた工業デザイナーの荒川

さんが関わられている作業所で 営したり︑豆腐づくりのノウハ れは憲法九条を変えて自衛隊が︑は﹁知的・身体障害者に視点を

かけて埼玉県浦和にてきょうさ は︑カード入れの大きさ・布の ウを販売したりとユニークな発 海外で武力行使が出来るという 当てて﹂に参加しました︒助言
れんの仕事開発研修会﹁明日の デザイン・中に入れる芯の材質 想で仲間の給料を五万円︑七万 内容です︒これには驚きました︒者の福山市立女子短期大学の高
しごとを創るー・﹂が開催されまなどを吟味し九年かけて定番を 円とアップしている作業所も増 もし戦争が起こるような事態が 橋突先生からの提案で︑障害者
作り上げたという話がされ︑も えてきています︒私たち職員も 生じたならば︑真っ先に犠牲に に限らず自分にとって働くこと

敏美︶

30日 もみじ作業所年度末発表会

5日 仕事始め（餅つき、新年互礼会）
11日 もみじ作業所地域販売デー
15日 中島地区とんど祭り出店
16日 ビジネス専門学校実習開始
19日 クラブ活動
24日 庚午中学校より実習来所
19日 ビジネス専門学校実習開始（〜30日）
26日 舟入／J＼学校との交流会 吉島中学校見学来所
27日 中区社協主催・雪道び参加
30日 市立養護学校実習開始

27日 自治会ひまわり会総会
30日 広島市障害者陸上競技大会

牽いす贈呈式

もみじ作業所地域版売デー
石川県聾学校より夢トピア見学来所
消防設備点検Ⅱ．
きようされん：はばたこう交流会参加
司法修習生見学交流
防火訓練Ⅱ
もみじ福祉会第29回評議員会・66回理事会

1日
5日
9日
17日
22日
23日
27日

2006年

した︒

︵佐倉

学生無年金訴訟・高裁結審

研修は︑工賃UPのための提 みじ作業所では︑作ったものが ﹁福祉﹂という視点を少し変換 なるのは︑障害者など社会的弱 の意義について︑一人ひとりが
案ということもあって︑全国よ そのまま市場に出る事が多く︑ して︑仲間のやりがいと共に自 者だと思います︒このような事 発表しました︒労働の持つ意義
り総勢百六十人の参加者が集ま 魅力ある商品にするための﹁磨 立できる所得保障を目指しても 態にさせないために︑私は今の について︑障害があろうがなか
り︑会場も寿司詰め状態で︑ど き﹂ の必要性を感じました︒二がんばっていかなければいけな 日本国憲法を︑守らなくてはい ろうが︑同じ思いを持っている
ことに気付かされました︒また︑
基調講演では︑きょうされん 発達段階を理解した上での実践
常務理事の藤井克徳氏が﹁全貌 の大切さを改めて感じました︒
が明らかになった障害者自立支 人間にとって労働とは何か︑そ

試作品をたくさん作る事で職員 討がなされています︒私たちは 障害のある人たちの生活﹂と蓮 ころにあります︒この四月から

ろなものをたくさん見ることや にするという前提での戦略の検 雄氏が﹁憲法九条︑二十五条と ら応益負担に切り替えられると き︑元気をもらった研修でした︒

りのためには︑街に出ていろい 数値の分析や仲間の給料を○円 県教育研究所事務局長の高橋信 この法の問題点は︑応能負担か いいのかヒントを得ることがで

2月柑・柑
援法︑その本質をどう読み解く の人に合った仕事を切り開いて
いくために︑どう考えていけば
一日目の特別講演では︑広島 か﹂と題して甘されました︒

輿旅費流毒

︵井上佳代子︶

の作業所も工賃アップを目指し つめは︑具体的な数値目標を掲 いと気持ちを新たにしました︒ けないと強く感じました︒
数値目標を掲げていますが︑こ

て必死になっている思いが伝わ げることです︒もみじ作業所も
ってきました︒

二日間にわたって六つの講座 れは前年度の売り上げ実績に基
があり︑以下のことを学びましたづ
︒いた目標でしかありません︒

2日 クラブ活動
9日 青島小学校との交流会
13日 広島大学1年生見学実習（〜14日）
14日 市就労支援センター：作業所見本市参加
15日 愛媛チューリップ作業所見学来所
16日 さをり展京即売会（〜21日）
20日 刑務官見学交流（〜21日）
22日 学生無年金訴訟・高裁判決
27日 利用者検診Ⅱ

6日 きょうされんがんばるデー
7日 もみじ作業所地域販売デー
8日 クラブ活動
10日 広商デパート・なかよし保育園出店
12日 もみじ福祉会第28回評議貞会・65回理事会
13日 市立養護学校保護者見学来所
15日 自治会クリスマス会
19日 司法修習生見学交流
22日 広響マーガレットコンサート出演
27日 仲間・仕事納め
28日 大掃除・納会
29E‡全館害虫駆除作業

モむCTシや 、ソ新
一つめは︑魅力ある商品づく 給料アップしている作業所では︑

1日 フリースペースくろすより実習開始

1日 佐伯区障害児学級見学来所
2日 育成園保護者見学来所
3日 役員・職員障害者自立支援法学習会（青木講師）
5日 県立広島養護学校実習開始

23日女性の健康セミナー出店

毛みじ福毒
（3）東43号

もみじ作

絡会︶﹂が毎年取り組んでいる

れん︵旧称・共同作業所全国連

ました︒﹁もみじ作業所︑知っ

まで多くの方にご協力頂いてき

国会請願署名・募金運動をより てますよ︒﹂ ﹁支援法︑大変です
多くの方に広げ︑訴えるべく︑ よね︑がんばってください︒﹂
﹁アルパーク﹂︑近所のスーパーと話し掛けてくださった方もい
﹁アーベル﹂前︑作業所周辺地域て︑改めて自分たちの作業所の
のお宅を訪問するグループの三 存在を市民の皆さんに知っても

ふ
つに分かれ︑もみじ独自で街頭 らうこと︑仲間たちがどんどん
署名・カンパ活動を行いました︒社会に出てアピールしていくこ
ん

迄

俊一

乗生

道子︵寄付︶

．■t′・ヽ・1＋．・∴．・㌧■︐・

∴十一⊥⊥搾取

判決相羽

広島高裁不当判決−

望駅
の野

・ヽ⁚．★I・・・ヽ■㌧★．J・■■・㌧★■・・・㌧

た﹁障害者自立支援法﹂に流れ

の基本的理念を批判し戦ってき

本控訴審の結果は︑我々がそ

疑わせるようなものでした︒

で︑法の番人たる司法の役割を

・﹂t−

3月より、障害者
障害者生活支援セ
生活支援センターめ
ンターめ−ぷるで、
生活相談員として働 −ぷるで働くことと
なりました。福祉関
くことになりました。
係の職場で働くこと
福祉関係の仕事は が初めてで、慣れな
初めてで不安ばかり いことも多く、仲間
ですが、仲間たちの
逼岩品享凱
笑顔を見てエネルギ
ーをもらっています。出会いを大切ると思いますが、一日一目を頑張って、
にして頑張っていきたいと思います少しずつでも成長していきたいと思
ので、よろしくお願い致します。 います。よろしくお願い致します。

原告逆転敗訴の容認し難い判決 殊な事例として容認できるもの

ではありません︒

原告は直ちに最高裁へ上告し

の量・内容とも薄っぺらな判決 勝訴を勝ち取りたいと思います︒

断しか示さず︑結論先にありき 参加し︑ぜひ最高裁で意義有る

した論理に対してはわずかな判 ﹁無年金障害者をなくす会﹂に

ジで︑原告側が地裁段階で展開 礎年金受給の実現を支援する会﹂

たように︑判決文は全十八ペー き続き﹁鳥羽秀範さんの障害基

ました︒原告側弁護士が指摘し な支援は難しくなりますが︑引

参加者から怒りの発言が相次ぎ なり︑これまでのような直接的

この心のこもらない判決に︑各 ました︒今後︑東京での戦いと

さらなる証拠を提出するなど︑ 判決後の報告︵抗議︶集会では︑

訴訟において︑原告側としては
が言い渡されました︒

被告＝国が控訴した広島高裁

もみじ作業所の鳥羽さん他一名しかし︑去る二月二十二日︑ 者の当たり前に生きる権利の剥
の学生無年金障害者訴訟︒ 法定からあふれる支援者の前で︑奪ともいえるもので︑決して特

昨年三月三日︑広島地裁にて
高︑
裁勝訴にむけて活発な活動を る﹁障害自己責任論﹂と根拠を
画期的な全面勝訴を勝ち取った
行ってきました︒
同じくするものでもあり︑障害

−学生無年金障害者訴訟

亀山 修平臥
上田 ■司臥ありますが、仲間の
すが、仲間の成長に
方、職員の方に元気をいただきなが
少しでも関わり、それが私の成長に
なるように努力していきたいと考えら頑張っていきます。
よろしくお願いします。
◆；ています。

ご迷惑をかけていま 望ニ≡ ㌫

J

ことを知って頂き︑ご理解とご

4月から、Aコー
3月27日から、
もみじ作業所で働 スの帰りのバスに仲
間と一緒に乗ってい
くことになりました。
ます。
仲間や職員のみ
なさんに教わる日々 短い時間ではあり
ますが、一日も早く
ですが、楽しく働
おかだけいこ かせて頂いています。
仲間のみなさんと打山口六木子吉ん
ニ至芸ヱエ毒
岡田 取手凱
ち解けて、楽しく愉
充実した毎日を
一緒に過ごせていけるように頑張り快に過ごせるよう頑張りたいと思い
たいと思いますので、よろしくお願ます。
どうぞよろしくお願いします。
い致します。

・寛一J・乍・王†J・㌧・・電−てヽ⁚．七J†㌧・・電J・㌔・・﹂電−J・㌧・■．tIて㌧⁚Jt下て㌧こtT

佐々木正子

深屋 恵子
中野 斉子
湯谷 和書
舛崎 保男
古川 大介

鎗川千賀子

鷹

内土井滋津子

寛治
勉

藤井

加藤
鈴木

慶秀

竜也

晋一

山本

清水

．山田

久保田辰男

有田美由樹

土筆
通子
恵子
滋
忠彰
中村美智子

小松源次郎

三村ミドリ

面出 千鳥
木下
和
木下 坦江
森
黎子
浜崎
勝
吉岡 俊二

開山
秋信
北林
牧野
森脇

古城門淳子

近藤弦之介

井上一郎
井上マス子

野津
野津

石口

幅野

清
友三
酒見

内藤美亜子︵寄付︶

渡部
林

春夫
訓子

榊
永井

栗本久美子

民子
郁江
井上佳代子

幸弘
利美
祐造
敏美
光彦
忠彦
友子

加藤寿美子

中井
池内
藤葉
佐倉
沖本
藤葉
藤葉

トピアで働かせても
らっています。
まだまだ仲間の皆
さんの思いを的確に
掴むことが出来ず、

この四月からとうとう﹁障害 との大切さを感じました︒
者自立支援法﹂が施行され︑お
﹁障害があっても地域の中で小
量かに︑自分らしく暮らして生水
給料よりも高いお金を払わなけ
れば作業所に働きにくることが きたい⁝︒﹂そんな仲間たちのh丹
出来なくなってしまいました⁝︒願いをかたちにするため︑そし
﹁働きにきているのにお金を払 てより多くの方に作業所の

しい！﹂仲間たちも一生懸命に

協力を得られるよう私たちもが

わなければいけないなんておか 障害のある方を取り巻く状況の
訴えました︒

中原美保子

安森 博幸
児子 俊子
川口 芳也
江島 邦明
革羽 俊之
中沢 道成
飛騨
恩
池田
光
合志 祥子
井上一成
畠山 道生
畠山 京子
中本美也子

中本 敏男
椿 慶一郎
仲田
仁
林
秀樹
八田 達夫
西川 頼子
佐々木徹夫

木村 英雄
滝沢のぽる
ヒヤマ製麺
繁村ツヤコ

中野 芳子
善倉 軽量
高美
修

◆■．1■★．‥■■∴★★．・・■■・・・t★．・

3月27日から、も
みじ作業所で働くこ
とになりました。
大学を卒業したば
かりで、まだわから
ないことがたくさん

3月中旬より、夢・√ ア

・■■・・t．★・‥◆ ユ．★・‥★●・

」
と

きょうされんの国会請願署名・んばっていきたいと思います︒
募金運動も今年で二十九年目で

㈲儀 建様
藤中富出予操 中島 圭一機
親子劇場様
中井 靖子探 景山 明見様
寄島女性会
槌
院様
よし淵塊鳴
ダム清心
石井 竜也
まつり新委員
青草身障者受母の金棟
明るい社会搾り遊動西区会長石粟1腋様

払刺

この度、3月1日付
で、もみじ会の調理部
に採用されました。ま
だ不慣れなことばかり
で、戸惑いの毎日です。
何分、年のせいでし
ようか、覚えが悪く、托さ亡
周りの方々にご迷惑を 北嶋
かけていると思います
が、早く仲間の皆さんと会話や心が通
さ5U＜誘願いU毒す！
じ合うように努力していきたいと思い
ます。これからも宜しくお願い致します。
（2005年柑日−200 年2日まで、敬称略）

去る四月六日︵木︶︑

新Lいな抒ま

ご寄付
あリガとう
ござい方す

業所も加盟している ﹁きょうさ す︒長年の連動を通して︑これ

はじめまして︑栗栖啓
太ですら市立養護の高等
部から二年間︑広島市皆
賀閲に通っていました︒
仲間との別れはちょっと
きっかったけど︑もみじ
作業所の皆さんとも仲良くなりたいと思います︒作
業では職人とか仕事人と言われていたので正確で丁
寧をモットーに頑張ります︒でも時々関係ないこと
こんな僕です
を言って迷惑をかけるみたいです︒
が︑どうぞよろしくお願いします︒

モ恥じの

個人・団価の皆様

「がんばってね！」家庭訪周グループが
五月が丘からかよっている鵜川奈保です︒4月8
日で29さいになりました︒

2005年廣、後援会芦を納入頂いている、

道で出会った女性も快く署名

私のすきなことは︑たっきゅうと︑習字と︑ダン
スと︑うたと︑おりようりです︒
もみじ作業所で楽しい
ことをたくさんしたいと
おもいます︒
みんなとなかよくした
いです︒よろしくおねが
いします︒
なlま

う かわ

（2叩5年相月〜榊等2鍔まで
読売薪輝夫坂本社梯（パソコン）

もみじ作業所
街頭署名活動
鵜川 奈供さ九

巣43号（4）

毛みじ福祉会ニュース
2006年5月発行

