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「ボランティアさんと交流会」

昨年冬、新聞にボランティア募集の記事が掲載されたのをきっかけに、この半年で沢山の縫
製ボランティアさんが関わるようになったており班・・・ボランティアさんたちの手にかかる
と、仲間の織った布は、たちまちステキな製品へと姿を変えていきます。
普段なかなかゆっくりお話ができないということで、先日開かれた交流会では、ボランティ
アさんたちと染め物に挑戦！共同作業を通して自然と会話も弾み、楽しいひとときを過ごすこ
とができました。
これからもいろんなアイディアを出し合って、あったか〜い手作り製品をたくさん作ってく
ださいね！
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前号でお伝えした「障害者自立支援法案」の流れ。この間、情勢は大きな動きを見せ、関係者の間では新た
な動揺が生まれています。
○障害者自立支援法案

廃案…○

「障害者自立支援法」は、それまで蚊帳の外にあった精神障害者もその対象にしたこと、ケアマネジメント
を積極的に取り入れようとしたこと、就労支援に力点を置いたこと、市町村に障害者福祉計画を義務づけたこ
とは大きく評価できる点でした。一方、障害者やその家族からサービス利用料を取ることや、あまりに早急な
法案の提出は、多くの批判を受けました。
そのような状況の中、審議は進められ 法案成立か… というところまできていた 8 月。郵政民営化法案の
否決に伴い 8 日になって衆議院が解散したため、障害者自立支援法案は審議未了で廃案になりました。
さあ、今後は選挙結果次第です。厚生労働省は、選挙の結果、現在の与党が多数を占めた場合は、9 月の臨
時国会で再度、自立支援法案を提出し成立を図るつもりです。もし、民主党を中心とする野党が逆転した場合
は、この法案をそのまま通すことはできなくなります。いずれにしても、今後の行く末は混沌としており、す
っきりした秋空を眺められるのは当分先になるようです。
（このだよりが皆様のところに届く頃には、選挙の
結果も出ていることと思います。ぜひ、この法案の行方にも注目して、政局の流れを見守っていっていただけ
ればと思います）

先日、NNN ドキュメンタリー

05 で「喰いものにされたキヨシさん

誤認逮捕・ヤミの構図」を見た。

キヨシさん(54)は、去年、強盗犯として逮捕、起訴され、懲役 7 年を求刑された。しかし、その後、
真犯人が見つかり釈放された。地名を書き示したという供述調書については、あらかじめ書いてある
字の上に書いたとキヨシさんは言う。キヨシさんは、自分の名前以外に字は書けない。このことだけ
でも問題なのだが、彼の生い立ちや今の生活はさらに深刻だった。身寄りのないキヨシさんは、宇都
宮病院の閉鎖病棟に長期入院させられていた。この病院は、院内の暴力行為で摘発されたところだ。
現在は、アパートでの単身生活だが、養父を名乗る男に障害年金を騙し取られ続けた。この男が、覚
せい剤使用で逮捕されたのをきっかけに、弁護士とその支援者が彼を救い始める。この弁護士は副島
洋明さん。私も一度お会いしたことがあるが、副島さんは知的障害者の弁護を続けている。いわば、
福祉からも見捨てられた彼らを必死に救っている。今回の事件について「つきつめれば福祉の問題だ」
と副島さんは言う。
私は、刑務所送致が決まったある障害者とその家族の相談にのっている。自分の非力さを痛感する
毎日だ。
（みうら
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てすきで地域交流！

〜８月２日・２３日・２４日・30 日〜
「てすき体験 DAY！」
今年初めて行なった「てすき体験ＤＡＹ」･･･夏休みの期間を
利用して地域の子どもたちと「てすきの紙作りを一緒にしよ
う！」と企画です。普段は製品作りとして行なっている てすき
紙作り ですが、いろいろな人が楽しめるこの てすき を通し
て、地域の中で交流をしたい！という思いからのスタート･････
早速、体験の案内チラシを『てすきの紙』で作成して、近隣の保
育園や学童、児童施設などに配布しました。その結果、近くの三
鷹市立第２小学校の学童の皆さん４０人が、４日間に分かれて
☆「すご〜い！」･･･てすきの実演にみんな夢中！☆

参加してくれました。

初日の午前中、てすき班メンバーでミキサー係や漉き係など
各自の受け持つ役割を分担してリハーサルを行い、本番のイメー
ジづくりをしました。食堂を会場にして道具類も準備完了。午後
１時過ぎ、いよいよ学童の子どもたちがやってきました！
「こんにちはー！」と明るい挨拶で体験がスタート！みんなに
牛乳パックから紙になるまでの工程を説明してから実際に漉いて
もらいました。子どもたちは興味深々な表情で、パックのビニー
ルがはがれる様子を見ていました。ミキサーに入れたパックが
ドロドロに溶けると「･･大根おろしみたいだ！」と言って驚いて
いました。

☆「ここを押すんだよ」･･･ミキサーの作業を教えてます！☆

てすき班のメンバーも、子どもたちに牛乳パックを切る部分や
ミキサーのタイマーをかける時間を教えたり、漉いた紙の水の吸
い取りを手伝うなど、リハーサル通りに連係プレーを発揮。教え
ることで自分の仕事を再確認し、最終日には自信をもって接する
姿がみられました。はがきを漉いた後は、ステンシルやスタンプ
で遊んでもらい、最後には全員で記念撮影をして体験は終了！
乾かしたはがきを袋詰めにして、後日学童に届けに行くと、子ど
もたちが「はばたけさーん！」と歓迎してくれました。そして、
☆そうじ機の吸い取り作業を手伝います！☆

なんと子どもたちからもお礼の色紙やお手紙までいただのでした。

４回にわたって行った「てすき体験 DAY」でしたが、子どもたちそれぞれの驚きや笑顔と直に接することができ、
実り多き交流になりました。何よりもこどもたちがてすき班のみんなと自然に関わりあっている姿がとても印象的
でした。

〜三鷹市立第２小学校・学童のみなさん、本当にありがとうございました！〜
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２００５年度

はばたけ旅行第１弾

海水浴･ハワイアンズコース

７月１９日〜２１日

「今年の旅行はどこかな〜」･･･年度が変わると、どこからからともなく聞こえ始める期待の声。
１年に一度の旅行･･･日常からはなれてみんなが楽しめる企画をと頭を悩ませた結果、 海水浴（福島）
ＵＳＪ（大阪）

那須高原

と３つのコースをつくることにしました。例年の旅行よりちょっと遠

くの場所であったり、内容や交通手段もいろいろ。真っ先に「これ！」と選ぶ人、
「何コースにしよう
かな･･･」と配られたプリントとにらめっこする人、「海水浴は苦手だし･･･」と消去法の人、みんな
じっくり選んでやっと決定！！
そして、さっそく第１弾の「海水浴・ハワイアンズコース」が出発！一足早く夏を満喫して帰って
きました。ではでは、その様子を少しですが、のぞいてみましょう！

新宿から直通の送迎バスに乗り、一般のお客さんと同乗で３時間という長旅･･･
やマナーを守る

公共の場でルール

という基本的なこともあらためて実感しながらでしたが、みんな期待に胸膨らませ

ながら窓の外を眺め、いよいよ今回の宿泊先

スパリゾートハワイアンズ

に到着。

大きなプールになが〜いウォータースライダー、
温泉やおみやげやさんも充実の大きなホテルに圧
倒されながらも、さっそく水着に着替えてプール
へＧＯ☆

ハワイ気分いっぱいでした！！

ウォータースライダーも乗ったよ！！

あたらしく買った水着もバッチリです！

ハワイアンスタイルです☆
女性はムームー、男性はアロハシャツの部屋着が用意されてあり、みんなでさっそく
試着！これでもう、すっかりハワイアンです（＃＞ｖ＜＃）
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海水浴＆水族館

コース

さてさて、いよいよ本番の海水浴！
私たちが行った福島県の薄磯海岸は、広い海岸と
穏やかな波の地元で人気の海水浴場。
夏休み直前のこの日は、まだ混雑もなく、のん
びり楽しむことができました！お天気にも恵まれ
て、海を満喫することができました！
海をみながらのカキ氷は格別ですっ！

青い海、白い雲･･･気持ちいいね！
浜辺で遊ぶのも、海水浴の楽しみのひとつ☆

海水浴は苦手という人たちは、午前中にプールで楽しんだ後、いわきの港にある水族館へ。
きれいで大きな建物の中には「人間の３人分くらいはあるね」というような大きな体のアザラシ
や魚の大群にみんな釘づけ！
可愛いうさぎのいる小動物コーナーで夢中の
中野さん。後ろのイグアナに気づいて

きゃ！

･･･思った以上にいろいろ楽しめ、のんびりと
過すことができました。

水槽のトンネル･･･海の中にいるみたい！

魚の大群に やしろさんもびっくり☆

＊安全で楽しい旅行にするためにご協力くださったボランティアの皆さま、ありがとうございました＊
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おおぞら会後援会ニュース
朝夕はだいぶ涼しくなり、秋の訪れを感じるようになりました。皆様におかれましては、ますますご清祥のこと
とお喜び申し上げます。
さて、来たる９月２５日（日）、後援会主催の「はばたけ大バザール」が開催されます。今回で２３回目を迎える
この行事は、今後のおおぞら会の事業発展を考えていく上で、とても重要な活動のひとつとなっています。
会員のみなさまにおかれましては、日頃よりさまざまな形でご協力いただいておりますが、ぜひ大バザール
におきましても、物品提供・ボランティアなどでご協力いただければ幸いです。
また、バザー当日はお誘い合せの上、ぜひ会場にも足を運んでください。

★ 後援会新規ご入会・ご更新ありがとうございました★
２００５年６月１５日から８月３１日までの間に、個人１２８名の方
からご入会・ご更新をいただきました。
ありがとうございました。
これからも、皆様の暖かいご支援をいただけますよう、よろしく
お願いいたします。

★後援会へご寄付ありがとうございました★
２００５年６月１５日から８月３１日までの間に、個人１１名の方、および１団体から、
後援会へのご寄付をいただきました。ご寄付は、より一層充実した活動に役立た
せていただきます。
ありがとうございました。

★法人へご寄付ありがとうございました★ ２００５.４／１〜８／３１ （敬称略）
２００５年６月１５日から８月３１日までの間に、個人６名の方から、社会福祉法人おおぞら会へのご寄付をいただ
きました。ご寄付は、より一層充実した活動に役立たせていただきます。
ありがとうございました。

後援会へのご入会・今年度分のご更新をお願いいたします
年会費 １口 個人・・・２０００円

団体・・・１００００円

年会費は、お手数ですが直接はばたけにお持ちいただくか、下記の口座にお振込みください。
よろしくお願いいたします。

郵便口座 ００１６０−０−３９１６３
口座名義 社会福祉法人おおぞら会後援会
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活動日誌 6 月 1 日（水）〜8 月 31 日（水）まで
6月

7月

1日

（水）

経営相談会（吉田税理士）

2日

（木）

国会請願、防災訓練、生活支援委

7月

19 日

（火）

夏の旅行・福島コース（〜21 日）

22 日

（金）

職員会議

6日

（月）

第三者委員会

23 日

（土）

調布養護夏まつり（販売）

10 日

（金）

職員会議

24 日

（日）

府中あさひ夏まつり（販売・ルーキーズ）

13 日

（月）

就労を考える集い

26 日

（火）

社会教育プール

22 日

（水）

保健所健診

27 日

（水）

家族懇談会、社会教育プール

24 日

（金）

職員会議

29 日

（金）

第３回理事会

25 日

（土）

第２回理事会

5日

（金）

職員会議

8月

3日

（日）

はばたけガレージセール

15 日

（月）

夏休み（〜19 日）

5日

（火）

自立支援法を考える集会（日比谷）

17 日

（水）

エンジョイ・サマーデイ（希望者のみ）

8日

（金）

職員会議

20 日

（土）

三鷹阿波踊り大会

26 日

（金）

職員会議

13 日

（水）

保健所健診

14 日

（木）

福祉懇談会

16 日

（土）

みたか寄席（販売）

１７日

（日）

商工まつり（ルーキーズ）

◎来訪された方々
NPO ワーククラブ・ジャン・プレゲンズ様
みんなの家・内野様
TKC・吉田様 東芝様
ピア井の頭・加藤様
武蔵野東学園・田中様
第三者委員・杉本様、正田様
府中朝日養護学校・西田様、井上様
調布養護学校様
ＮＰＯメイアイヘルプユー・要様
相和建設・挽野様
（株）スワンネット・山岡様
ＳＥＣエレベータ様
生活支援ｾﾝﾀｰぽっぷ様 清建・木村様 三鷹市・名取様、久尾様 サポートネット・小林様
ＮＰＯ電気保安協会・山崎様 日本冷気様 三鷹二中・給田様 市議・中村様 市議・川原様
駒林様 徳永様 田中様 栗田様 宮田様 中村様 三鷹二小学童Ａ・Ｂの皆様

◎実習生の方々（社会福祉援助技術実習・介護等体験・養護学校進路実習）
府中朝日養護学校・中曽根様
大東文化大学・及川様、三上様

ルーテル学院大学・南様 日商簿記・松下様
東京電機大学・吉川様 拓殖大学・堀井様

ＩＣＵ・河原様

◎ボランティアの方々〜いつもありがとうございます！
岡村様

澤野様

後藤様

川島様

八田様

青木様

佐々治様

阿部様

ルーキーズライブ
ｉｎ ｓｕｍｍｅｒ
今年もイベントの夏がやってきました！
みたか商工まつり、府中養護なつまつり
と連日行われたイベントに、休み返上で
乗り込んだルーキーズ。暑いときには熱いもの食べるといいと言うように、 暑い時こそ熱い
ルーキーズ とばかりに白熱のステージを繰り広げ、暑さを吹き飛ばす歌声が空に響きました。
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ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ

第２３回

９月２５日（日）１２：００～１５：００
三鷹市立第二中学校体育館にて（はばたけの隣）
☆はばたけ周辺マップ

☆交通アクセス
小田急バス
○武蔵境駅南口２番のりば
山中循環 西児童館下車
国際基督教大学行 東野住宅下車
○三鷹駅南口３番のりば
武蔵小金井駅行・国際基督教大学行
いずれも東野住宅下車

バザー品の提供はまだまだ受付中！！
新品衣料・日用雑貨・贈答品・コミック本など・・・
今すぐお電話ください！市内・近隣地域へは回収にお伺いします。

お問い合わせは

はばたけまで･･･ＴＥＬ
主催

：

０４２２－３２－３２３４

社会福祉法人おおぞら会後援会

（平日９：００～１７：００）

[編集後記]
・・たまたま休日に早起きして家の近くの公園を走っていたら、中高年のグループが集
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まって太極拳をやっていた。以前に太極拳に似た体操を音楽サークルでやっていたこと
もあったので、目立たぬようにコッソリと、端の方で動きを真似ていたのだがすぐに見
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つかってしまった。ところが集まった皆さんが気さくな方ばかりで「来れるときに一緒
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にやりましょう。」と声をかけてくれた。
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それから時々顔を出して、慣れたみんなの中で下手な動きを繰り返している。まだ何
も分からない状態だが、ゆったりと呼吸することが基本にあるようで、それがとても心
地よいのだ。体内の空気の入れ替えのようなこの時間を求めて休日も早起きを！・・と
目指している日々である。（卜部）
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