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福祉ネット大和川

大阪城ガレージセール
晴天に恵まれた１０月１０日、大阪城ガレー
ジセールに保護者の取り組みのひとつとして
参加してきました。
大阪市全域からの
出展ということで、
太陽の広場は大賑
わい。おかげさま
で、私達のブース
も常に人だかり。
大阪のおばちゃん
の「負けてーや」攻撃に圧倒されつつも収益
をあげることができました。当日、お手伝い
いただいた皆様、たくさんの物品を提供して
いただいた皆様、本当にありがとうございま
した。
杉山 真理子
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第７回いずみホール夢コンサート
（関西フィルハーモニー管弦楽団）
住友生命社会福祉事業団主催のいずみホー
ル夢コンサート無料ご招待の案内が届き、楽
しく参加しました。
オ ーケストラ の演奏を
生で聴けるという事で前々
から 楽しみにし ていまし
た。 いつも賑や かな利用
者の 皆さんも静 かに聴い
てい ました。迫 力のある
音楽だけではなく、間には指揮者体験なども
あり、聴くだけではなく体験して楽しめるよ
うに内容でした。福祉ネット大和川の利用者
さんも参加できれば、より楽しめでのは？と
感じました。
岡田 宙

ゆめ長居（ゆめフェスタ）
１０月１８日(日)にゆめ長居公園のゆめフェスタにバザー部で参加させていただきまし
た。利用者さんも３名お手伝いに来てくださり喫茶や自主製品の販売にと忙しそうに動い
てくれていました。今年は天気も良く、たくさんの方が来場しに
ぎやかなバザーとなりました。ホーム
で入居されているお年寄りの方に福祉
ネットの利用者の方がやさしく接して
いる場面を見て少し頼もしく感じまし
た。売り上げも昨年より少し上回るこ
とができとてもよい時間を過ごすこと
ができました。 大丸 由美子

ケアホーム建設資金ご寄付ありがとうございました（敬称略）
三浦 久美 浅川 正明 木下 美智子 大西 進一 菅原 修子 甲 恵美 甲 ちゑ子 前野 正志
近藤 園恵 小埜 司 前田 美直子 薄木 公平・薄木 亜樹（旧姓村谷） ㈱島伝 佐野 進
北岡 輝夫 中屋 直子（旧姓新子） 中屋 元寿 新子 潤 本田 亘 笹田 稔 上山 光夫
堀川 泰利 田中 宏子 大竹 加代子 （社法）日本アマチュア無線 山口 英樹 三好 和子
三好 幸雄 中西 光行 田中 茂彦（ 親戚 ） 幸野谷 昇 寺本 和弘 保理江 直子 竹之下 尊子
（有）中部エアーリノール
１月８日現在

福祉ネット大和川

目標額達成まで、今後ともご協力賜りますようよろしくお願い致します。
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皆さまのご多幸を
お祈り申し上げます
国民の大きな期待を背に新しい政権が生まれ、
実行される年の始まりです。「障害者自立支援法
の廃止、谷間のない新法づくり」を表明していま
す。この新法は私たちのこれからを大きく左右す
るものとなってくることは明らかです。新法づく
りを目指す「障害者制度改革推進本部」の設置も
検討されています。今度こそ障害のある当事者の
声に耳を傾けて欲しい！！と切実に願います。今
年も様々な取り組みや課題が待ち受けていますが、
ご支援していただいたすべての皆さまへの感謝の
気持ちを忘れず、夢をもって前進していきます。

どんなに重い障害を持っていようとも
いきいきと働く場・生活の場の実現に向けて!!

編集 後記
新春のお喜びを
申し上げます︒平
成二十二年も皆様
のますますのご健
康とご多幸をお祈
り申し上げます︒
今 年 は 寅 年 で す ね︑
何にでもトラいし
て︑利用者さんと
共に︑実のある一
年で あり たい と思っ
ています︒今後の
諸活動に対して︑
より一層の皆様の
ご支援︑ご協力を
お願い致します︒
今年は法人の動き
に注目の年です︒
目的の実現へ確か
な手応えを実感で
きるよう︑職員一
同 気 持 ち を 新 た に︑
頑張りたいと思い
ますので︑﹃福祉
ネット大和川﹄を
よろしくお願い致
しま す︒ ︵Ｍ ︶

今年度はケアホーム建設に向けてのスタートの年になります。今年度は男性用を建設、2年
後に女性用の建設を計画しています。様々な障害特性に寄り添えるホームにする事、生活の
場として地 域とのかかわりを深めていく
ことを重点 課題として取り組んでいこう
と考えてい ます。知的障害者を含め障害
者が地域で 暮らすことは、まだまだ難し
い時代です が、本当の意味で自立してい
くためには 、地域の方々のご理解、ご協
力なくして は成り立たないと考えていま
す。まだま だこれから第一歩を踏み出す
ところです 。利用者さんが帰宅してまた
次の 日元気に 仕事(作業 所)に行 けるよう
な、家庭的 で暖かいホームを目指してい
こうと考えているところです。
☆新規申請（11月1日付)
リサイクル工場 ⇒ リサイクルたんぽぽ
<就労継続B型 定員10名〉

（２）

福祉ネット大和川

（３）

２０１０年、年のはじめにたんぽぽわたぼうし、リ
サイクルたんぽぽ、東住吉たんぽぽ、それぞれ地域の
神社で、初詣。今年一年元気に事業所にこれますよう
にとお願いしました。

（東住吉たんぽぽ）

（たんぽぽ）

昨年秋の法人研修旅行のなかまの声を特集しました。

（たんぽぽわたぼうし・リサイクルたんぽぽ）

研修旅行に参加するにあたり、楽しみでしたが、
今まで家族以外で旅行することがない為、少し心

研修旅行への参加は今年で４回目になります。初めての
旅でびっくりしたのは宴会時のカラオケ。２台同時に誰か

配もありました。利用者の皆様の表情を見ている

が歌っていて、しかも人の反応を無視してというのは新鮮

と、心配もなくなりました。長野県に行くのは初

な驚きでした。同時に微笑ましくもありました。

めてで、お天気にも恵まれ、子供も良かったと言っ

毎回いろいろハプニングがありながらも、仲間皆それぞ

ていました。今回、参加して私も良かったと思っ

れが自分なりの楽しみ方で旅を終え、無事に帰って来る姿

ています。関係者の皆様、お世話になり、本当に

を見て、ほっとしている次第です。私も回を重ねる毎にお

ありがとうございました。

母さん方とより親しくお話ができ、嬉しく思っています。

＜保護者

巻渕 三七子さん＞

楽しい旅をどうもありがとうございました。
＜理事

帰山 明子さん＞

障害福祉サービス認定調査の動向
今、認定区分の調査が順次行われていますが療育手帳
はA判定なのに障害程度区分が1というような矛盾点の多
い判定となり、利用者さんの中には不服審査請求し再調
査をされている方も何人かおられます。調査内容は同じ
でも一つ一つの項目の中身のとらえ方と認定調査会の見
解が行政区によって異なるようで認定内容がかなりまち
まちに出ています。老人の認定調査から始まった内容な
のでまだまだ改善点の多い調査です。動向を見守ってい
くことが大切でしょう。

