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2015年 3月号 No.168    

「精神障がい者の生活のしづらさ～その実際と理由（わけ）を探る」講演会が 2月 18日、東京都と都精民協(都内

8団体で構成)主催で都庁で開かれました。当事者がそれにズームインして報告します。 

精神障害者の生活のしづらさで講演 

地域の社会資源・支援・制度との繋がりを 

 

今回の講演会のテーマは精神障がいに起因する「生

活のしづらさ」「生きにくさ」でした。 

井藤佳恵さんは精神科医としての立場から、稲葉剛さ

んは自立生活サポートセンター「もやい」の理事としての

立場から、精神障がい者の方を今までサポートされた経

験をお話ししてくれました。 

講演を聴いて、親亡き後の当事者の生活について考え

させられました。 

井藤さんが話された内容は「直系の親族が亡くなった

後、会ったことのない甥が入院歴 40 年の叔父の病院代

などを支払っているケース」など、どれも深刻な内容でし

た。 

稲葉さんはホームレスの精神疾患を有する方の割合

が約 4～6割だというデータがあることを話されていました。

都会で暮らす 20～30 代の未婚・低所得の若者の 77.4％

が親と同居していて、6.6％がホームレス経験であると話

されていました。まして、精神障がいをもつ私たちは自立

が困難だと思いました。 

明日は我が身かもしれないとも感じましたが、講演を聴

いて「情報」と「地域社会（社会資源・支援者・制度）との繋

がり」が大事だと思いました。 

現在、精神疾患を有する方は 323万人で 5大疾患にも

含まれるようになりました。自分や家族が精神障がい者

だと認めることも、人に知られることも以前より軽くなりつ

つあるように思います。行政や民間のサポートも包括的

になってきました。 

就職支援は就労支援センターや就労移行支援事業所

などがあります。

障害者雇用で就

職をすることもで

きます。自立支援

医療を申請すれ

ば病院代と薬代

が安くなります。

生活の問題は支

援センターなどが

あります。生活保

護を受ける権利

があります。障害

者年金という制度

があります。自立

するための訓練

をする自立訓練

事業所がありま

す。アパートなどに住む準備のためのグループホームが

あります。家事が困難な方は訪問介護を受けられます。

成年後見制度があります。自立生活サポートセンター「も

やい」というホームレス支援団体があります。このような

地域社会（社会資源・支援者・制度）の情報を知って繋が

りをもつことが重要だと思います。 

私は精神病を患ってから約 20 年間多くの社会資源の

施設と支援者などと繋がりを持ち、たくさんの方々に支え

られてなんとかやってきました。その経験からも地域社会

（社会資源・支援者・制度）との繋がりは大事だと実感して

います。 

お二人ともインパクトのある講演でした。自立への意識

が高まってきました。がんばりますので、みなさん、サポ

ートよろしくお願いします。 

(リボーンプロジェクト OB  T・K)

 

リボン便り 

ＳＳＫＵ 
 

NPO法人わくわくかん 
編集 〒114-0034 
東京都北区上十条 1-3-6-202 
TEL：03-3906-9997 

シャケ Zo くん 

http://www.wakuwakukan.net/ 

？？なぜリボン？？ 

生まれ変わった 

再生したという意味の 

（Reborn）。 

新しく生まれ変わる 

「便り」にしたくて、名付けました。 

✧ 3 月 06日（金）クリニック無料相談室 9:30～わくわくかんメンタルクリニック 

✧ 3月 14日 (土) はたらっくす 16:00～自立訓練室 

✧ 3月 14日（土）わくわくかん社会的事業所研究会 15:00～ 和室 

✧ 3月 17日（火）就労実践講座 一般企業と社会的事業所の働き方 15：30～ 自立訓練室 

✧ 3月 23日（月）現場協議会 16:30～ スカイブリッジ 

✧ 3月 24日（火）家族懇談会 16:00～ 自立訓練室 

✧ 3月 25日（水）理事会        ＜わくわくかん ３月予定表＞ 
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あかばね就労開拓校 

就労移行支援事業 

北区赤羽南 2-6-6 TEL : 03-3902-9996 

「しごと総合フェア」に参加 
1 月 30 日（金）福祉のしごと総合フェアに参加しま

した。無農薬野菜や開拓校でのプログラム内で制作し

た絵葉書やストラップ等を販売しました。天候はあい

にくの雪でしたが・・・。正直なところ面接会場での

販売だったので、売るのに四苦八苦しました・・・。

それでもめげずにお客さんが来たら声をかけました。

開拓校で作った小物を「かわいいね」と言ってくださ

るお客さんもいたので、作り甲斐がありました。 

（写真は会場風景） 

《みなさんの感想》 

★お客さんへのやさしさ。絵はがきを売るために、置き

方を工夫しました。面接会の横で販売とあって、話し声に

注意しつつ、接客をしました。        (M.M) 

★できるだけ商品が売れたらいいなと思い、袋の商品の

中に折り紙などを入れて、販売しました。販売の時は、笑

顔で接客しました。初めての販売だったので、どのくらい

売れるのか？どのようなお客様が来るのか緊張しました。

商品が売れた時はすごく嬉しかったです。お世話になった

北区社会福祉協議会の職員の方が、自分を覚えていて下さ

り商品を買って頂いた時も感謝の気持ちでいっぱいでし

た。                   (O.S) 

★準備期間が余りなくて、スタッフ、利用者共に焦って

いたところ、できるだけ速く作業が進むように、皆が効率

よく行うように心掛けました。当日は販売スペースが狭く

多くの人数の参加が難しいため、開拓校に残って作業する

チームに入りました。翌々日にも販売会があり、その準備

時間がとれて、かえってよかったかもしれないと思いまし

た。                    (N.Y) 

★販売時、声掛けをお客さんにした。野菜は売れないと

思った。一度手に取るが戻されてしまう。   (M.H) 

「ささえあいフェスタ 2015」に参加 
 2 月 1 日(日)晴天の中、北とぴあで、『ささえあいフェスタ

2015』が開催されました。開拓校にとっては、1 月 30日に続

いての販売体験でした。わくわく配食サービスの方と交代で、多

くのお客様の接客を、一生懸命その人

なりのやり方で出来ていたのではな

いか、と思います。私は、自分で描い

た絵ハガキを始めて売りました。「全

体の中で、一番いい。」と褒めてくれ

たおじさんがいらっしゃったとか。私

のいない時間に来たお客さんでした。

象の絵（右絵）を気に入って下さった

そうで、嬉しいです。また、何か、作

ります。         (M) 

《みなさんの感想》 

◎なるべく丁寧にお客さんに声掛け

をして、商品の説明をするように努め

ました。ステージでいろいろな発表が

あったので、想像していたより大きな音が鳴り続けていたのが、

自分自身の接客の仕方に向いていないように感じました。丁寧に

語りかけながらお客様とお話する方が自分は好きなのだろうと

思いました。 (N.Y) 

◎1 月 30 日(金)での商品の値札が、お客様にとって見にくかっ

たので、見やすく、統一しました。たくさん人がいて、最後の東

京音頭が一体感があり、楽しかった

です。(O.S) 

◎販売イベントで大変だったのは、

一番最初の準備が大変でした。パネ

ルを組み立てて、左右対称にする事

がむずかしかったです。並べる工夫

が必要でした。商品の並べ方がグチ

ャグチャとなっていて、お客様が見

にくくて大変そうでした。次回は、

お客様が見やすいように並べたい

です。午前中はハプニングがありま

した。お客様がたくさん来てくださ

ったのでうれしかったです。午後も

お客様が来てくれたので良かった

です。お客様に聞かれた事に対して受け答えが出来てよかったで

す。つかれたけど楽しかったです。  (M.M)
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今月のレシピ 

 

 

 ２人分 

魚      ２切（アジ、ぶり、鮭など） 

下味     白だし ５cc 

酒   ３cc 

トッピング  錦糸玉子 １０g（市販のもの） 

青のり  適量 

 

 下味をまぜておく。 30分以上置く。 

 錦糸玉子をあらみじん切りにする。 

 青のりとまぜあわせ、魚の上に振りかけ、焼く。 

 

 

 

★平均１日 120食を越え月間で初めて 2800食へ 

 

 今年に入って配食サービスでは、事業面で大きな動き

がありました。北区内の障がい者施設であるドリームブ

イやデイサービス事業所から臨時の注文が相次いだり、

新規の顧客が連日入ってきたりして、1月は営業日平均

の食数が 120 食を超え、月間では初めて 2800 食を上回

りました。1 月 30 日には福祉のし

ごとフェア、2月 1日にはささえあ

いフェスタと二つのイベントにも

参加しました。 

さらに、田端新町

に去年新しく設

立されたＢ型事

業所の「あいアイ

工房」と契約を結

び、2月から昼食

を提供すること

になりました。 

 

 

また、わくわくかん

と同じく北区で精

神障がい者の支援

を長年行っている

ＮＰＯ法人飛鳥会

のＢ型事業所であ

る「つばさ工房」と

「ワークインあすか」にも、3月か

ら昼食を提供する予定になってい

ます。 

 こうしたことが重なって、配食

の売上は一気に増加しているのですが、それにともない

仕事も急に忙しくなってきています。まさに「うれしい

悲鳴」といったところです。事業が大きくなれば、それ

だけ働く人も増やすことが可能になるわけで、今後一緒

に働く仲間が増え、慌ただしいながらも充実感のあるこ

の配食の仕事を分かち合うことができればと、前向きに

考えています。(Y.S) 

魚の若草焼き 

就労継続支援 A型事業 

北区赤羽南 2-6-6 

TEL：03-3598-0089 

FAX：03-3598-0089 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A3JuMHjWyeZUTw8A2w2U3uV7/SIG=131b3ge4c/EXP=1424497494/**http:/www.osakananosusume.com/recipe/meshitaki-cooking/ajinowakakusayaki.JPG
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２/１０（火）クッキング感想   

《メニュー》 

お好み焼 焼きそば 

ヨーグルトケーキ 
 

＊クッキングの時間は毎

回知らない事が多くて

勉強になる。 

ヨーグルトケーキはヨーグルトにフルーツグラ

ノーラを入れたような味だった。 

ちょっと酸味があっておいしかった。 （Ｔ） 

＊キャベツを切るのが最初は難しかったけど、色ん

な人に教えてもらってできるようになった。焼き

そばとお好み焼きは２年ぶりだった。おいしかっ

た。          （ｋ） 

＊お好み焼きを丸くできなくて形は悪かったが、味

はよかった。 

昨日からヨーグルトケーキを仕込んでくれた人

に感謝。甘さひかえめでおいしかった。 （Ｓ） 

 

＊今回のキャベツは大きかったが、歯ごたえがあ

ってよかった。ヨーグルトケーキの周りが固まら

なかったのがくやしかった。甘さひかえめでおい

しかった。      （Ａ） 

＊ちょっと量が多かった。焼きそばがおいし

かった（Ｔ） 

＊ヨーグルトケーキの周りが固まらなかっ

たのがすごくくやしかった。 

お好み焼きのキャベツがダイナミックに入って

いた。もちもちしておいしかった。  （Ｓ） 

＊ヨーグルトケーキの土台が固まらなかったの

が次の課題だと思った。 

お好み焼きが厚みがあってもちもちしておいし

かった。                         （Ｉ） 

＊今までのクッキングの中で１番まともな働き

ができたと思う。                   （Ｆ） 

＊お好み焼きがバンピー（弾力あり）だった。 

ヨーグルトケーキがスウィーティーだった。（Ｏ） 

＊ヨーグルトケーキはなつかしい味だった（Ｕ） 

 

〒114-0032北区中十条 1-2-18 

北区障害者福祉センター4F TEL 03-5963-6888 

自立訓練（生活訓練）事業 
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リボーンプロジェクトの業務 
リボーンプロジェクトでは、法人全体の事務作業の一部を請け負い、作業訓練を行っています。作業としては、PC を使

った入力作業だけでなく、カッターや糊などを使った手作業もあり、事務職に就労するために必要なスキルを日々磨いて

います。今回は、その一部をご紹介するとともに、訓練生の方々の得意な業務や感想を掲載します。  

 

食券･･･わくわく配食サービスで使用する食券を作成します。作成段階は①印刷、②裁断、③帳合、④ミシン目入れ、⑤袋

とじ、⑥最終確認となります。(上図参照) 

タイムカード入力･･･法人で勤務するスタッフの出勤・退勤時間を PC に入力します。慣れてきた方は有給休暇の入力も行

っています。 

テープ起こし･･･わくわくかんや関係機関で行われたセミナーをレコーダーで録音し、文字起こしを行います。話すスピー

ドでタイピングしなければならないので、かなり大変ですが、日々タイピングの練習をしていると、少しずつ入力でき

るようになります。 

 

 

 

Word を楽しみながら、駆使していける、リボン便

りの入力は好きな業務の 1 つです。講演会などの

テープおこしはスピードは遅いですが、その場の

臨場感が、読む人にも伝われば良

いなと思っています。私自身なん

といっても好きで、自分自身を活

かせると思うのは、チラシの作成

の様な、デザインをする業務です。（H.K） 

お弁当注文です。いつも午前の業務でやっていま 

 

 

す。できるようになってきました。   （K.K） 

体調がすぐれない時は業務が大変に思います。で

も、なんとかたてなおして、今後出来る業務を少

しずつ増やしていきたいです。 （O.H） 

私は封筒を裁断することが得意です。

封筒の黒線のところを残し、まがらない

ように工夫しています。    （T.S） 

食券の裁断、帳合が得意です。大量に出来ます。

緊急の時は、私にまかせて下さい！   （K.Y）

就労移行支援事業 

〒114-0032 東京都北区中十条 1－2－18 

北区障害者福祉センター４F Tel：03-5963-6888 

私の好きな業務 
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第 12回 わくわくかん 家族懇談会のお知らせ 

開催日時  ： 2015年 3月 24日（火）16:00～17:00 
場 所   ： 障害者福祉センター ４階 自立訓練室 

内 容   ： 「生活保護制度」 

個人面談会 ： ※（事前にお申し込みください）17:00～18:00 

連 絡 先 ： TEL  03－5963－6888  FAX  03－3906－9997 

障がい者法制度の変遷（上） 

 

戦後初めて 1947 年に福祉分野として児童福祉法が制定

されました。これは戦後の焼け野原に多くでた浮浪児対策

です。1949 年に身体障害者福祉法の制定。これは当初傷

痍軍人のための福祉法を求める声があったが、来日したヘ

レンケラーの影響もあって身体障がい者全体に対する法

律として制定されました。1950 年に生活保護法の制定。

これは憲法第 25条第 1項の生存権保障を公的扶助として

制定したものです。1950 年に精神衛生法の制定。これは

戦前までの精神病者に対する悪法を、入院医療を基本に改

善したものであるとも言われますが、その後に起きたライ

シュアワー米大使に対する「病者」の傷害事件をきっかけ

に社会防衛的色彩を強めました。1955 年には「ＩＬＯ99

号 障害者の雇用に関する勧告」が出され、これは「障害

者」を対象にしていましたが、1960 年に制定された身体

障害者雇用促進法は、「身体障害者」のみとなりました。

同年、知的障害者福祉法の制定。1970 年には各省庁の政

策を調整するための心身障害者対策基本法が議員立法と

して制定されました。1976 年に身体障害者雇用促進法は

それまでの努力規定から納付金制度に基づく雇用義務制

度として大改正されました。 

1987年には、ＩＬＯ159号条約「障害者の雇用と職業リ

ハビリテーションに関する条約」の批准に向けて、今度は

「身体」という言葉がとれて、障害者の雇用の促進等に関

する法律と改正され、身体のみならず、知的障がい者も対 

《年表》 

1947年 児童福祉法制定 

1949年 身体障害者福祉法制定 

1950年 生活保護法制定 

1950年 精神衛生法制定 

1960年 知的障害者福祉法制定 

身体障害者雇用促進法制定 

1970年 心身障害者対策基本法、議員立法として制定 

1976年 身体障害者雇用促進法を努力規定から義務 

制度化 

1987年 精神衛生法を精神保健法に改正 

身体障害者雇用促進法を障害者の雇用の促

進等に関する法律に改正 

1993 年 心身障害者対策基本法を障害者基本法に改

正 

1995年 精神保健法を精神保健福祉法に改正 

 

象にして幅が広がりました。 

同年、精神衛生法が精神保健法に改正されましたが、こ

れは 83年に起きた宇都宮病院事件を機に改正されました。

この事件は病院内で病者自身を看護にあたらせ、暴力や死

亡者まで発生した大事件となりました。にもかかわらず、

厚生省が適切に対処しなかったため、国連の人権委員会が

現地調査に来たほどです。1993年には 83年に発行したＩ

ＬＯ159号条約を日本政府は批准しました。 

同年、心身障害者対策基本法が障害者基本法として大改

正され、それまで身体と知的の二つが対象でしたが、新た

に精神障がいを加えて、3障害となりました。そしてそれ

を受けて、1995 年に精神保健法から精神保健福祉法に改

正されました。それにより「病者」であるとともに「障害

者」となるわけです。（2000 年代は、次回に続く。） 

 

「はたらっくす」報告 
 1月１０日に「はたらっくす」の集まりが

ありました。今回も和やかな雰囲気で開催さ

れました。働くことってどういうことだろ

う？という事から、中国の人とビジネス勝負

をしたら負ける、戦国武将のこと、等話題は

幅広く、テーマがばらばらといってしまえば

それまでですが、幅広く色んなことをユルー

く話題にしました。決して敷居の高い集まりで

はなく、そのとき思いついた事をワイワイガヤ

ガヤと話しています。是非気軽にあなたもご参

加ください。3月は１４日（土）に障害者福祉

センター4F で開催されます。皆さんの参加を

お待ちしています。  （H.M）
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「第２回共同連 農福セミナー」への期待 
認定ＮＰ０法人やまぼうし 理事長 伊藤勲 

近年、農福連携事業は、ある種のブームの如き現象とな

っています。それは、日本の農業の直面している危機的

状況と社会福祉事業の存立基盤の危うさを反映し、様々

な角度から打開策が模索されていることを意味していま

す。 

しかし、私たちは、それぞれの業界の「延命策」ではな

く、本来の農業と福祉の在り方を問い直す機会と捉えて

います。そして、都市部と農村部の生産者・消費者の新

たな結合を担う仕事を「社会的事業所」の構築に向けた

事業課題として位置づけたいと考えています。 

やまぼうしは、１９８５年に療護施設に入居していた重

度脳性まひ者３人が自らの地域での働く場づくりを求め

て、車椅子での自然食品の行商、屋台販売を開始したこ

とを原点としています。当時、介護を必要とする重度重

複障害者の働く機会は全くなく、隔離型収容施設で「社

会的に生きる権利」を奪われていました。その後、障害

当事者と支援者による「仕事おこし」が各地で取り組ま

れ、一定の事業基盤を獲得してきていることに注目して

きました具体的には①耕作放棄地を有機農業の生産拠点

として活用していく際の事業連携策②廃校になった学校

の跡地を社会的事業所の事業拠点として活用するための

条件整備③各ブロックの高齢化の進む「空き商店」「道の

駅」へのサポートと社会的に排除された人の就労促進と

新規就農希望者の受け入れ支援策の検討④共同連版グリ

ーンツーリヅムの企画開発と事業化・体験型農園の活用

⑤共同連の各ブロックの特選品詰め合わせセットを相互

に仕入・販売することを共同事業としていくための試行

事業の実施を主な事業課題としていました。しかし、そ 

れらの多くは、それぞれの地域の特性を生かした事業で

あると同時に、その「地域性」を超えることは困難な状

況にあることも明白でした。 

１昨年の８月新潟で開催された第３０回共同連全国大

会の記念シンポにおいて、「農・障害者・若者～農村と都

市」をテーマに「都市部と農村部との事業所交流から事

業連携への促進プロジェクト立ち上げる」ことを提案さ

せていただきました。その後、昨年の２月に埼玉で「第

１回共同連 農福セミナー」を開催したのを機に、それ

まで個別的な交流の域を超えられなかった各地の取組が

一同に会する機会をもつことが出来ました。 

今回の第２回セミナーでは、強力な「助っ人」からの「問

題提起」を受けます。また、各地の取り組みについても

４事業所からの具体的な提言を行っていただきます。「社

会的連帯経済と社会的事業所」の新たな展望を見出すこ

とを期待しています。  （次号に詳報） 
 

年明けから寒い日と暗いニュースが続くなか、今、世界的に

話題の人、フランスの経済学者とトマ・ピケティと朴元淳ソウ

ル市長がそれぞれ来日、注目の会見や講演をおこなった。 

トマ・ピケティは今大著『21 世紀の資本』で世界

10 数か国で累計 150 万部を超える著書で、1980

年代以降、持てる者と持たざる者の経済的不平等

は拡がったとして、持てる者への所得や資産に

累進課税をかけ、持たざる者に再分配を迫って

いる。 

世界 20 か国、過去 200 年以上の財務当局の

データを 15 年がかりで分析、「r>g」=資本収益率(r)は経済成

長率(g)を常に上回るというシンプルな不等式で説明した。 

2つの世界大戦と累進課税によって格差はいったん縮小したが、

1980 年代以降に再び拡大、アメリカでは上位 10%の富裕層

の総所得に占る割合は 34%から 50%に達したという。ピケテ

ィ理論は 2011 年の「ウォール街占拠運動」に影

響を与えた。トービン税運動以来の動きだ。 

市民運動から 2 期連続でソウル市長になった朴

元淳（パク・ウォンスン）ソウル市長、昨年 11 月、

「グローバル社会的経済フォーラム 2014」(GSEF)

を主催して、世界各国の様々な社会的経済組織の実践

者・研究者、積極的な地方自治体、国連や ILO の国連組織が

参加した。最終日には社会的経済協議会設立総会を開きフーラ

ムの開催と次回はカナダのモントリオール市の開催を決めた。

2 月 3 日、早稲田大学で講演、テーマは「『疎通』の力」。氏の

コミュニケーション、コンセンサスを重視する参加型行政を強

調した。氏は「参与連帯」や「落選運動」「美しき財団」で知

られるが。日本の市民活動を足で歩いた記録はあまり知られて

いない。『韓国市民活動家のまなざし━日本社会の希望を求め

て━』（参加型システム研究所編・風土社刊）には 2000 年代

初め日本の全国を回って歩いた記録が納められている。朴さん

のみた「オルタナティブへの取り組み」「アジアとつながる市

民」「息長く粘り強い人々」には、日本の NPO が誕生した頃の

地域に根ずく事業活動の企画を紹介されている。 

 また、日本希望製作所は韓国の市民活動を紹介、また移民交

流の企画を紹介している。たとえば『韓国社会的企業報告書韓

国から学ぶ雇用開発と社会的企業』が出ている。 アメリカ合衆国における所得上位１％の所得が国民総所

得に占める比率の推移を示すグラフ。 
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《私の中の紀行》 
私はかつて、ダンサーとして世界をめぐったことがあります。今回の絵コンテは、メキシコ映画の監督フランシス

コ・アティエ氏の作品のシナリオに基づいて描かれたもので、私は、その中で映画のタイトルでもある、アンドロイ

ドの VERA（ベラ）を演じました。 

 

音ってなんだろう？光には音がある。あるいは音にも光

がまとわりつく。 

メキシコで、カラカスで、サンパウロで、パリで、東京で

私が聞いた無音の時。 

音ってなんだろう？その音を私は必要としていないのに

聞こえる音。 

幻聴とは、それとはちがう。私の内側の、内部のこえ？私

の内部は私の外側でもあり…そんな風にいえば、さまざま

のこえたちが聞こえて…さて、私は“動いている駅”みた

いに、動きながらそれらと任意の対話をすることもできる

が、ときどき音楽も必要だ。 

そうではなくて、ときどき私は音に光のように刺し貫かれていると感ずることがある。そして、現実の音がそ

れを邪魔していることがよくある。 

私のモノローグ？それは、私の秘密や無意識との対話ではない。私の秘密なら私がいちばんよく知っている。

私は私のこえに自分で驚く…。全然 聞こえてもいないし、見えてもいない＜無音のこえ＞に私は答えているか

らだ。私が、それに気がつくと、いつもすでに姿も形もない。 

私は まだ その音を見たことも聞いたこともない。それって、こえなのだろうか？光かもしれない。いったい

そんなものって あるのだろうか？ 

少なくとも私の踊りは、それに近づくことができるのだろうか？ 
 

私が語るとき、私のからだは すでにいつでも別のものなのだ 

すでに名のない踊りとあらたな出会い＝事件をいきている 

 

不可視の風とともに砂を、移ろいゆく白を生きる 

氷結する頂きの、フルエテイル旅人よ 

道はある。いつも境界に 

私の踏み、そして迷うプロセスがひらける 

 

私の暗いからだのなかへ 出てゆくこと 

無数の透明なノイズになること 

私が贈られる光、贈る光 

闇のなかの光になること 

こなごなに砕かれ、フルエテイルものたちに未だ名はない 

Heartfull Urara 

発行所   郵便番号 157-0073  東京都世田谷区砧 6-26-21   特定非営利活動法人障害者団体定期刊行物協会  定価 100 円（会費に含む） 

 

 

就労支援センター北わくわくかん 
登録者（2014年 1月末）498名 

就職者 1名（軽作業） 

グループホームわくわくかん 

グループホームわくわくかんでは男性 2 名、女性 2 名の方が入

居中です。先日の運営委員会で、女性 1名入居が決定しました。 

しばらく体験を重ねてからの入居になりますが、久しぶりの新し

い仲間に、長く入居しているⅠさんの反応はどんな感じか楽しみ

だったのですが、さすがⅠさん！いつもの事…、と言った感じで

落ち着いて貫録を見せて下さいました。 
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◆編集後記◆ 
4月から新年度ですが年度変りはいろいろと大変です。平成 27年度の障

害福祉サービス報酬改定で A型の減額は精神のまっとうな A型には打撃

になりそうで心配です。ところで法人の理事会では「リボーンプロジェ

クト」と「あかばね就労開拓校」とが合併で運営することが決まり、そ

れぞれに、説明と質問へのＱ＆Ａが行われました。まずは場所の移動と

イメージしてもらって浮かんだアイデアと提案が交わせればよいです

ね。 

先月 ご協力いただいた皆様 

北区障害福祉課・北区社会福祉協議会・北区障害

者福祉センター・東京都障がい者就業支援事業所

の会・ハローワーク上野・飯田橋・品川・王子・

池袋・公益財団法人東京しごと財団・（株）アヴ

ァンティスタッフ・（株）ECA・ダイニックジュ

ノ（株）・大和ライフプラス（株）・東京都ビジネ

スサービス（株）・（株）フロンティアチャレンジ・

周愛利田クリニック・小峰クリニック・（株）ヒ

ト・コミュニケーションズ・（株）ヒューマント

ラストフロンティア・赤羽郵便局 

他多くの方にご協力いただきました。 




