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リボン便り
シャケ Zo くん

？？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。

前号既報のとおり、熊本大地震の現地への人と資金の支援が「くまもと障害者
労働センター」からよびかけられ、共同連からは名古屋のわっばの会や北海道のラ
イフから駆けつけました。北海道の石澤利巳さんから現地ルポと写真が届きました。
どが路上に積み上
げられている。産廃
業者のトラックも
多く見かけるが、如
何せん道が狭く瓦
礫などの撤去まで
にはかなりの時間
を要しそうだ。一見
建物は壊れていな
いものであっても、
その中はあらゆる
物が散乱、倒壊する
という状態で、揺れ
が続く中では手の
施しようがないのも
現実だろう。
益城町は、熊本市
内よりはるかに被
害が大きく、建物の
崩壊を数多く目にしてきた。建物だけではなく農地も地
割れしており、復興には予算も時間も必要だろう。
被災地センターの事務所機能が徐々に出来上がり、激励
に来られる方やボランティア希望者の問い合わせ、相談電
話で忙しくなる。現地の常駐ボランティアも決まり、要と
なる常駐責任者には、
「夢風基金」の八幡さんが就いてくれ
た。これで、代表の倉田さん（労働センター代表）
、事務局
長の東さん、事務局次長の平野さんという万全の布陣が出
来上がったので、私の方は「おれんじ村」の再建にむけて
少しばかりのお手伝いをして 5 月 3 日に帰札した。
共同連の仲間の皆さん、カンパや物販等出来る限りの財
政的支援と可能であれば人の手配もお願いしたい。

〈熊本大震災〉
被災地センターを立ち上げ
おれんじ村 困りごと相談支援で活躍
4 月 14 日に発生した熊本地震。
「くまもと障害者労働
センター」の野尻さんに安否確認のメールを送ると、
「事
務所は大丈夫です」との返事が来た。何か出来る事があ
ればいつでも言ってくださいと伝えていた。一週間後、
熊本学園大学の花田さんより電話が入り「ライフは石澤
さんがいなくても大丈夫だよね。人手が足りないので来
てくれないか？」という内容だった。
幾つかの用事を済ませ、
4 月 27 日の飛行機の予約
が取れ熊本に出発。先に支
援に入っていた「わっぱの
会」の羽田さんと労働セン
ターの大久保さんが空港
まで出迎えてくれた。熊本
空港は被害の激しい益城
町にある。被災の激しい街
並みを見ながら労働セン
ターに到着。センターの仲
間たちが「おれんじ村」で忙しく動いていた。救援物資
も山のように積まれている。中には、家が被災して非難
している人もいた。
おれんじ村の仲間たちは、震災後の活動として地域の
人々の困りごと相談のチラシ配布を行い、支援活動や相
談対応などの取り組みを始めていたことには感激した。
その後、被災した障害者の受け入れに取り組んでいる
熊本学園大学を訪れ、花田さんや田尻さんに現地の取り
組みの話を聞き、熊本学園大学の積極的な支援体制の取
り組みを垣間見ることが出来た。
翌日からは、支援拠点である「被災地障害者センター
くまもと」の事務所作りや現地常駐体制などをどのよう
に作っていくか等の打ち合わせを行いながら、慣れない
街中を移動する。市内には多くの瓦礫や壊れた家具類な
✧
✧
✧
✧

社会福祉法人 くまもと障害者労働センター
〒861-8039 熊本市東区長嶺南 1 丁目 5-40
電話 096-382-0861 FAX 096-285-7755
口座 熊本銀行 託麻支店（普通）2091044
社会福祉法人くまもと障害者労働センター
理事長 花田 昌宣

6 月 10～12 日 ＜生困者自立支援制度をどう生かすか＞
6 月 11 日（土）はたらっくす 16:00～ 自立訓練室
6 月 27 日（月）現 場 協 議 会 16:30～ スカイブリッジ
6 月 28 日（火）家 族 懇 談 会 16:30～ 自立訓練室
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今月のレシピ
かんぴょうのきんぴら

【材料】＜2 人分＞
・かんぴょう 25g を水に漬け、10 分戻す。
・水を捨てて、塩を 1 つまみ入れて揉み洗い。
・良く水洗いをして熱湯で 3 分茹でる。
・水気を絞り、食べ易い長さにカット。
・人参 3cm は太目の千切り。竹輪 1 本は薄切り。

ゴマを振っても良。

・フライパンにゴマ油を入れ、かんぴょうと人

柔らかくする場合は、かん

参を入れ 3 分くらい炒める。

ぴょうを戻す時間を長くし

・そこへ水 100cc、酒大さじ 2、砂糖大さじ 3、

て下さい。

醤油大さじ 3、だしの素小さじ 1 を入れて煮詰
め後半で竹輪を入れ汁気を飛ばす。

完成！
かんぴょうは食物繊維、カルシウム、カリウムを豊富
に含んでいます。特に注目したいのは食物繊維です。

今年度の具体的対第
る配食サービスにします。
わくわく配食サービス(Ａ型)では、営業努力を引き続き
２、当事者スタッフのケア
強化することにより、売上のさらなる拡大を図り、配食収
と活躍の場の拡大
入で手帳を持つ職員の給与と原材料費を可能な限り賄え
・法人内外の働きたい障が
るようにしていきます。
いの方の実習の受け入れ
2016 年度は事業計画の重点課題への具体的な対策はふ
や雇用を進め、人出不足を
たつです。
解消し特定の当事者スタッフに負担がかからない働きや
１、 コストの削減
すい職場環境を作ります。
・消耗品について削減します。
・当事者スタッフ中心に運営で
食材は、十分に検討し現在のお
弁当の質を下げない方法で徐々
再生Ａ型に力を借して下さい！ きるように、業務内容を業務内
容の標準化、明確化を行います。
に行います。
・当事者スタッフ一人一人が働
・事務作業などマニュアル化、
きがいを感じることができる仕事の切り出しを行います。
当事者スタッフの業務内容を拡充、現実の業務稼働時間に
・当事者スタッフを含めた部門 MT の開催により、情報の
あったシフトの組み換えなどによりスタッフの残業時間
共有と現状の把握を行います。
など人件費を削減します。
・今後の方向性の把握により、問題解決に強い事業所を目
・ガソリンの月ぎめ契約により節約します。
指します。
利益の拡大
・配食以外に、定期的にお弁当を販売できる場所の開拓や
地域の高齢者の方への催しもの開催等行い付加価値のあ

2

1998 年 10 月 9 日第三種郵便物認可
2016 年 6 月 7 日発行
SSKU

（毎月 3 回 8 の日発行）
増刊通巻第 5473 号

自立訓練（生活訓練）事業 ボランティア響会

〒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

北区で子どもの遊ぶ場を作る会

ひびきのメンバーへのインタビュー

～ボランティア活動について～

ひびきにかよって１年のＩさんに聞いてみました !!
Ｑ：ひびきへ入る前のイメージ

ひびきでは、メンバーがボラ

Ａ：デイケアと同じか思っていました。通ってみて学校のように楽し

ンティア活動をする機会が

い所だった。

あります。その一つをご紹介

Ｑ：ひびきで好きなプログラムは？
Ａ：体を動かすかい（スポセンでの運動）
、音楽のプログラムが好き。

したいと思います。

Ｑ：ひびきが休みの時は何をしていますか？

月曜日（月３回程度）旧いなり公園でプレーパークのお手伝

Ａ：テレビを見ている、散歩をしている。
Ｑ：ひびきを卒業したら進路はどのように考えていますか？

いに行っています。プレーパークではかまど遊びをしているの

Ａ：生活に十分なお金を稼げるような所に就職したい。
（Ａ型作業所）

で、午前火おこしをしています。午後は、かまどや周りの片付

Ｑ：今月美味しかったわくわく配食サービスのお弁当は？

けに参加しています。このボランティア活動をスタートして一
年ぐらいになります。プレーパークのスタッフの皆様や親子の

Ａ：蒸し鶏、からあげ。

ひびきに通い始めてからの自分の変化（ Y.T.さんの場合 ）
～ご本人・ご家族・主治医の先生の声をご紹介します～

皆様にも私たちの事を覚えてもらうようになりました。

・本人の感じる変化
→明るくなった

※プレーパークとは？

・家族が感じる変化

子ども達が自然の中で「やりたい」がとことんやれる。そん

→これまで何でもすぐに挫折してしまう子でしたが、スタッフさん

な遊び場です。思いきり遊べるように、遊び場を支えるプレー

の４ご協力も有り、なんとか、通えているのが変わったな思います。

リーダーがいます。

・主治医の感じる変化
→服装にも気を配るようになった。シャキっとした。

・ひびきを担当してのとまどいは？
洋服を考えなきゃ。
・働こうと思ったきっかけは？
大学で心理学を勉強していたので、心の病気
に関心をもった。
・ひびきをどうしていきたい？
…今は特にないが、まずは今までのひびきになじんでいきたい。急に
配属されてびっくりした。
・利用者さんの印象・思うことは？
仲の良いアットホームな感じ。エアロビのリズムダンスは、皆すごく動け
るんだなぁ～。

・ひびきに出社するときの想いは？（気合い etc…）
リボーンは生活から働くことをめざす所だが、ひびきは生活の土台を作
っていく所なので、心してのぞまないといけない！
・これから利用を考えている人へ、ひと言！
受け入れてくれる所なので、気軽に来てください。
・気になる／やってみたいプログラムは？
衣食住だけでなく、生活に密着したようなプログラムをやってみたい。
・H さんとのコンビ解消にかんして…いかがですか？
短いコンビだった。1 年弱のコンビでした。どこかでまた、1 か月限定だ
けでもコンビを復活させたい。

「5 月号」 の

☜おかずクラブ

犬 さんの似顔絵
○

コーナー

答え！

ダウンタウン☞

★毎週土曜日は、どなたでもご利用できます。お気軽にお越しください。（初回の方は事前にお電話ください。）
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全体研修「働くために必要なこと」
5 月の全体研修では、ジョブコーチをしているＳスタッフにより「働くために必要なこと」のテーマで講習が行われま
した。内容は、
「企業が求める人物像」「企業が求める人物像に近づくために」等から、就労訓練中に取り組めること
まで具体的に話していただいた。

（参加者の声）
めること」を伝えてくださったため、どのように考え行動する
ことが就職、また安定雇用につながるかについて自分を振り返
るよい機会となった。
「質問をすることは相手の時間をもらうこと」などストレー
トな表現と分かりやすい話し方で、スッキリと頭のなかに入っ
てきた。
（Ｎ）

ジョブコーチ支援をされて密接に企業と関わっていらっし
ゃる方ならではの、リアリティのあるお話を聞くことができて
非常に勉強になった。
就職先の上司や同僚が自分たち（障がい枠での被雇用者）の
働く姿をどのように見ているか、どこまで状況を理解され把握
されているものなのかなど、とても有益であった。そして、そ
れをもとに「職場で求められる人物像」と「訓練中から取り組

PC 初級講座プログラム
月曜日 PM に Excel 初級講座、水曜日 PM に Word 初級
講座の 2 講座を用意しております。それぞれ、受講者が
10 名前後と、人気の講座プログラムです。テキストに沿
って基本的な知識から学んでいきます。講義と演習をバ

ランス良く実施し、PC を触った事の無い初級者の方で
も、オフィスで実践的な基本操作が出来るまでのレベル
を目指して取り組んでいます。受講生の方々から、下記
のような感想が寄せられました。

～PC 講座参加者の声～
☆ Excel
● 学べたこと
・とても初歩的な所から教えていただけるので、振りかえりが出来た
りします。また、自分にとって新しい機能も教えていただいています。
・いろいろ
・Excel の出し方、表グラフの作成、データや数式の入力方法など
・表の作り方、表の入れ方
・毎回分かり易くて勉強になります。
● 感想
・「Excel は賢いなー」と思います。講師のスタッフの方も丁寧に教え
て下さいます。
・とてもていねいでわかりやすい。
・忘れていた機能も思いだせました。
・現在のところ、特に不満はありません。
・これからおもしろくなっていってほしいです。これからもっと勉強
したいです。
・今まで断片的に、また我流で覚えていたので、系統的に学ぶことが
できて助かっています。本当の「先生」のようで親切で丁寧です。

☆ Word
● 学べたこと
・あります。タブ・リーダー・段区切りなど。
・Word が苦手なので、講座を受講して「そういうことだったのか！」
と思うことが沢山あります。初めて Word をこんなに一貫して学んでい
ます。貴重な機会だと思っています。業務訓練のチラシ作成にも役立
ってます。
・Word の出し方、Excel とは違う表グラフの作成、文字および文書の
入力方法など。
・表の入れ方。文字配置。
● 感想
・苦手意識がへりました！！
・ゆっくり教えていただけるので安心して受講できます。ただ、人数
分の PC が一斉に起動しているせいか部屋が暑くて、しんどいことがあ
ります。
・とてもていねいでわかりやすい。
・現在のところ、特に不満はありません。
・わかりやすいです。

講座は大体 3 ヶ月で 1 クールが完結するように進めるのですが、
この 4 月から月・水・金でリボーンに勤務することになった
リボーンへの通所開始やプログラム参加は
W です。リボーンでは、5 月からワードとエ
随時なので、途中からの受講や終了が頻繁に
クセルの初級講座を担当します。今の事務職
W さんの着任のひとこと
生じます。仕方のないことですが、これもな
ではパソコン、特にワードとエクセルを使う
かなか難しい点です。
ことが必須のようになっているので、この二
初歩からやさしくゆっくりと
私自身、人に教える仕事自体は様々な形で
つについて、一番初歩の部分から易しくゆっ
これまでやってきましたが、リボーンでの講
くり進めることができればと思っています。
座担当は、難しさはありますが楽しみにしています。皆さん意
ワード・エクセルともに現在は 7・8 名程度の参加ですが、
欲が高くて質問も多いので、やりがいを感じます。
習熟度も人によって様々なので、個々の参加者の進み具合を見
ながら講座を行うのが難しいところだと感じています。また、
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好評だった「コラージュ」づくり
先日、5 月 6 日にリボーンプロジェクトの研修でコラージュを作成しました。大変評判がよく、
「毎月やりたい！」
「作
ることでスッキリした」と話される方もいたので、その報告を致します。
そもそも、コラージュとはフランス語で「糊付け」を意味します。普通は筆やペンで絵を描きますが、コラージュで
は新聞やチラシ・雑誌の切り抜きを用紙に貼っていくことで作品を完成させます。この方法は、心理療法として確立さ
れており、コラージュ療法として作品を作成するという自己表現を行うことで、自身の内面を振り返り、現在の不安や
問題点などを作品を通して理解されるだけでなく、自らが癒される効果もあります。ストレスの発散、満足感、達成感
を得られるだけでなく、言葉にできることは、意識をしたり自分で気づくことができますが、無意識的な自分に気づく
ことが人と信頼関係を構築するのに役立つことがあります。
用意するものは、A3 の台紙、雑誌やチラシなどの素材になるもの、ハサミ、糊などといった日常的なもので OK。
あとは、ご自身が気になるものや興味をそそるものを切り抜いていき、自分が腑に落ちる部分に貼り付けていきます。
そして完成した作品に題名やその作品を作った感想、作品から感じられることを発表し合って終了です。簡単に実施で
きるコラージュ、みなさんも作ってみてください！！

「バラとエレガンス」Ｈ・Ｓ

「皆で春の遠足」Ｙ・Ｋ

★非常に自由度の高い研修でした。初めての試みとの事でした

★素材を探して選ぶ時に、ついつい雑誌の内容に目がいってし

が、是非、またやりたいなと思いました。満足感も作品を完成

まったりもしましたが、それもまた楽しかったです。気に入っ

させる事で得られました。
★自分の作りたいというイメージを少し

たもの、目にとまったものを組み合わせたら、

非常に自由度の高い研修

ずつ雑誌や広告から切り抜き、一つの作

何故だか不思議な物ができあがってしまい
ました。でも、どの工程の作業もたのしかっ

品という形にしました。TV のコマーシャルをイメージして（エ

たです。

レガンス）
（上品）をモチーフに（花の色）に（モノトーンの女

★非常に楽しい時間でした。療法としての意味も大きいのでし

性）をまとめてみました。

ょうが、コラージュは絵画といった美術のみならず、現代芸術

★自分で用意してきたものだけではなく他の人が用意した紙も

の様々な分野、文学や音楽まで大きな影響を与えています。そ

使ってやったので自分で思っていたのとはまったく違う物がで

の意味では芸術活動を行ったのと同じだと思います。これから

きて意外性があってたのしめましたし頭も使えました。

もコラージュの時間があれば楽しいだろうと考えています。
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第２回
開 催 日 時：
場
所：
内
容：
個 人 面 談：
連 絡 先：

わくわくかん

（毎月 3 回 8 の日発行）
増刊通巻第 5473 号

家族懇談会のお知らせ

2016 年 6 月 28 日（火）16:00～17:00
障害者福祉センター ４階 自立訓練室
親なきあとについて（成年後見制度）
※（事前にお申し込みを）17:00～
TEL

03－5963－6888

FAX

03－3906－9997

7 月 26 日

障がい者就労について① ～現状と見通し～

8 月 30 日

当事者が語る②（発達障害）

9 月 27 日

自分を知るために

第３回

共同連東北ブロック交流会＆マラソントーク案内
7 月 9 日（土）
13：00～18：00
事業所見学・被災地見学
11：00 福島駅発・11：15 仙台駅東口発「あさがお」行、共同連のバ
ス有
希望者は事前要連絡
13：00 南相馬市「特定非営利活動法人あさがお多機所ともに」見学
「多機能事業所ともに」見学
14：00「NPO 法人さぽーとセンターぴあカフェビーンズ」見学
14：45 被災地（小高区・浪江町周辺）視察

～未曾有の震災、原発事故を経て、
どのように一人ひとりの生活支え、
どのように働くことを支えてきたのか～

震災から 5 年が経過した今、私達が知るべきことや見
るべきこと、そして感じ、考える必要があることはな
んでしょうか？

19：00～21：00
交流会
交流会会場 ロイヤルホテル丸屋（南相馬市原町区）

特定非営利活動法人あさがお 理事長 西 みよ子
さん（南相馬市で被災）と、特定非営利活動法人コー
ヒータイム理事長 橋本 由利子さん（浪江町で被災）
の案内で、小高区・浪江町周辺を訪れます。
マイナスからの再出発を余儀なくされても「共に働く」
ことを続け、支え続けること…。
皆さんで一緒に考えましょう。
また、シンポジストに生産、製造、販売に力を入れて
いる事業所を迎え「商品をどう作り、どう販売するか」
について意見交換します。

＝5 月はたらっくす報告＝

7 月 9 日（日）
9:00～12：00
シンポジウム会場 南相馬市社会福祉協議会（視聴覚室）
シンポジスト
認定 NPO 法人やまぼうし
理事長 伊藤 勲さん（東京都日野市）
NPO 法人山形自立支援創造事業舎
理事長 齋藤 淳さん（山形県山形市）
特定非営利活動法人さぽーとセンターぴあ
施設長 郡 信子さん（福島県南相馬市）
特定非営利活動法人コーヒータイム
理事長 橋本 由利子さん（福島県二本松市）

ので、これからはないと思います。私もさすがに学習しました。

5 月のはたらっくすは 14 日（土）に行われ、5 名の参加でし

それで私の毎日が、悪い意味で忙しくなっています。本当に忙

た。

しい人は、毎晩（朝？）3 時に寝て、普通に日中は毎日の仕事

現在、私の周りがざわついています。私のヘルパーの仕事は

の激務をこなしている様子で、私などは足元にも及びませんが、

大体順調ですが、父が体調を崩した事への対応、私が代表を務

だんだん活動量が MAX になる予感を感じているので、上手く対

めるセルフヘルプグループの動向、同じく理事を務めるセルフ

応して行きたいです。

ヘルプグループの動向、私の人間関係の事、趣味のダーツの毎

次回のはたらっくすは 6 月 11 日（土）の 16～18 時にわくわ

日の練習、それにピアカウンセリングや講演、就労ミーティン

くかんで行います。時間内にいつ来られても、帰られても自由

グ、障害者ダーツクラブを今まで通りにこなしています。こう

です。働いている方と働きたい方が、参加可能です。あなたも

いう事が仕事に影響してしまうのは今までに散々経験済みな

是非、参加されて下さい。
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東京都や法務局への登記と書類作成で大忙し…
法人の事務局は毎年 5 月末までは実績報告や消費税、 員会＞も含まれていますので、短い準備期間でありな
登記関係で忙しい時期になります。今年度は、法人役

がら、総会と合わせて新たな『講演会』
『交流会』を

員改選（2 年に 1 度）の年にあたりますので、現役員

組合わせて行うことが出来ました。
皆さん忙しい業務の間に、チラシ作りや広報、スケ

の任期が切れる 5 月末までに総会を行い、昨年度
（2015.4～2016.3）の法人の事業報告と合わせて東京

ジュール工程表、資料印刷、そして急な予定変更を乗

都や法務局への登記と書類作成が必要となります。

り越えながら、総会議事録まで、裏方の皆さんの力が
あって 1 つ 1 つの事業が成り立っていることを、改め

2016 年度は、昨年度の課題である法人内の【まとま

て感じて頂けたのではないかと思っています。

り】と【地域貢献】をより進めるために、横の関係で
いくつかの委員会が出来ました。その中に、＜総会委

全員参加型の総会の試み
長自らが議長を務められましたのも初の試みでした。

さて、総会をのぞいてみましょう。2016 年 5 月 20
日 15:00～16:30 分、北区赤羽会館をお借りして、第

ポイントは 4 点です。事業報告については、昨年度合

17 回の定期総会が開催されました。1 年に 1 度の実施

併した就労移行支援のスタッフやご利用の方によるトー

ですので、NPO の活動と

ク。監事の安部さんによ

しては 17 回目となりま

る監査報告をはさんで、

す。今まで色々な内容で

事業計画（案）について

行ってきましたが、今回、

は、A 型事業の今後の方

初めて総会・講演会・交

向性や改善についてのト

流会と連続開催の企画が

ーク。個人の 1 年の振返

行われました。理事会か

りと各理事からの一言。

らの出席であれば、7 時

新監事の鶴田氏からのご

間に渡る長丁場です。ま

挨拶。と例年になく多く
の方が発言する総会となりました。

た、理事長からの提案による、会員全員参加型の総会を
目指し、次年度からは若い方に引き継ぎ頂くよう、理事

した 25,629 円は

池原弁護士（顧問）の公開講演会
「差別解消法と成年後見制度」

さっそく震災にあわ
れたの障がいの方へ

また 16:30～18:00 までは、公開講演会で顧問の池原

の支援のためお送り

弁護士による差別解消法と成年後見制度の問題点をわか

させて頂きました。

りやすくお話頂き、質問も多く予定時間を大幅に延長し

ありがとうございま

た講演会となりました。尚、講演のはじめに、熊本の震

した。

災に対するカンパを皆さんにお願いしました。集まりま

交流会は A 型配食サービスの手作り軽食で

ぞよろしくお願いいたします。総会に出席できずに、お料理や

18:00～の交流会は、今年度から法人の相談役になって頂き

配達や洗い場を担当して頂きました皆さん本当にありがとう

ました、前北区保健所長の本保先生のご紹介と、A 型事業所（わ

ございました。

くわく配食サービス）の手作り軽食で盛り上がりました。メニ

ふと思うに、
『誰でもが（障がいがある人もない人も）自分の

ューは、手作りの細巻き、お稲りさん、天ぷら、サンドイッチ、

経験を生かし（今までの自分を否定しないで）
、ともに生きら

つくねやプチトマトの串、プチゼリーのデザートまで、あっと

れる社会をめざす』を目的としてきた法人も 17 年。総会は、

いう間にお皿が空になってしまいました。今後は、宅配弁当だ

改めて自分をそして地域を振返る場になれば幸いです。

けでなくこのような分野も視野に入れているとの事です。どう

＜本部事務局だより＞
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ウッドペッカー
6 月は つゆの季節
雨は うっとおしい
雨が続くと 晴れの日が うらやましい
つゆって どうしてあるのだろう？
日本だけなのか？
外国にはあるのか？
それは分からない
つゆがあり つゆが終れば 暑い夏がくる
つゆは農家の方々には きっとうれしいだろう
つゆは 自然だから しかたがない
つゆは 長いだろう
でも つゆは
6 月のあじさいの花に ピッタシ

熊本復興支援お菓子６品目

あじさいの花は 色とりどり

ORANGE CAFÉ が壊れたため、全国からのクッキーや焼き菓子
の注文を受け付けています。卸価格はもっと安いですから、各事
業所でも注文に取り組んでください。

つゆにとても にあう花である
つゆは なくてはならない

おれんじ村クッキープレーン（350 円）／カフェオレナッツ（350 円）
／チョコナッツ（390 円）／焼かりんとう ごま／しょうが（260 円）
／サーターアンダギープレーン（220 円）

つゆが あるからこそ
6 月がくるのだろう

＜ご注文とお問い合わせ＞ 社会福祉法人くまもと障害者労働センター

夏もやってくるんだろう
（グループホーム在籍）

住所 〒861－8039 熊本市東区長嶺南 1－5－40
TEL：０９６－３８２－０８６１ FAX：０９６－２８５－７７５５

就労支援センター北わくわくかん
登録者 （2016 年 4 月末） 589 名
就職者 6 名（事務、軽作業他）

先月

ご協力いただいた皆様

障害者センター熊本・北区障害福祉課・北区健康
推進部・北区社会福祉協議会・北区障害者福祉セ

グループホームわくわくかん
現在、男性 2 名・女性 4 名が入居中です。先月より新規入居された S さん。
今まで、ご実家と入院暮らしでお料理は一切したことがない状態とのこと。しか
し今回、自立をされ、使えるお金にも限度があります。そんな中「節約、つらい
ですね。
」と言いながら、3 食自炊を頑張っています。炊飯から始まり、昨日は
焼きそばを作りました。本人「母ちゃんと姉ちゃんが知ったら、ぶったまげるだ
ろうな」とのことでした。
また、I さんは、9 月から始めた歩行のリハビリの成果を、早く妹に見ても
らいたいと、訓練に日に日に力が入ってきます。2 週間後に控えた家族会を、み
なさん、とても楽しみにされています。

ンター・東京都障がい者就業支援事業所の会・東
京都心身障害者福祉センター・ハローワーク王
子・池袋・東京障害者職業センター・東京都精神
障害者家族連合会・埼玉障害者市民ネットワー
ク・キャベツの会・あしたや共働企面・職場参加
の会・ワーカーズコープ北関東事務本部・戸田中
央看護専門学校・彰栄リハビリテーション専門学
校・（株）ダイヤモンドダイニング・東京アドヴ
ォカシ―法律事務所・(社福)東京コロニー東京都
大田福祉工場・アヴァンティスタッフ・株式会社
現代書館
他多くの方にご協力いただきました。

発行所

▼編集後記▼
熊本地震で倒壊した「おれんじ村」の ORANGE CAFE の仕事づくりのためクッキー
や焼き菓子などの製造が始まり、その購入の協力要請とチラシが到着、本号ペー
ジ上段の「熊本復興支援お菓子６品目」にぜひ具体的な協力をお願いしたい。ま
た壊れてしまった建物の復旧や生活費の確保のためにはカンパも絶対に必要で、
それらの取組みにくまもんマークのクッキー類の活用を拡げてほしい。
５月 21 日、埼玉障害者市民ネットワークと共同連が開いた「地域で働いて、地
域を変える」マラソントークでは、冒頭、斎藤共同連事務局長から「熊本地震に
おける仲間たち」の状況と障害者被災地支援センター立ち上げに駆けつけたわっ
ばの会の羽田さんから報告があった。「いろんな支援がそれぞれの分野別に入っ
ているが、そのどれにも属さないはざまで孤立し立ち往生している人たちの支援
が望まれている。その組立てを現地で行った」という報告に勇気をもらった。

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
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定価 100 円（会費に含む）

